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　昨年6月に開催されました定期総会におきまし
て、朝倉晋前会長の後を引き継いで、新たに会長の
役を仰せつかることになりました。農学部同窓会は
大変長い歴史と伝統を誇る組織ですが、そうした同
窓会の会長職を引き受けることに、大変身の引き締
まる思いをしております。
　昨年は大地震や相次ぐ台風の上陸等、自然災害の
多い一年でありました。特に、熊本県では、4月14
日と16日に、二度にわたって震度7という大きな地
震が発生し、また鳥取県におきましても、10月21日
に県中部を震源域とする震度6弱の地震が発生しま
した。これらの地震により、多くの人的被害や家屋
被害が発生しましたことは、我々の記憶に新しいと
ころです。農学部同窓会にも熊本県や鳥取県中部在
住の会員の皆様方が多数おられます。この場をお借

りして、被災された会員の皆様方に心よりお見舞い
申し上げます。
　つぎに、旧高農校舎の保存・利用に関しましては、
株式会社ラシック様のご厚意により、旧高農校舎内
に農学部や農学部同窓会関係の資料が展示できる資
料室をご用意いただけることになりました。また、
旧高農校舎のそばには、これまで農学部の敷地に保
管していました旧高農校舎の跡地記念碑も設置して
いただけることになりました。ラシック様に対しま
して、ここに厚く御礼を申し上げる次第です。
　ところで、農学部同窓会では、これまでは旧学科
を母体として副会長を選出して参りましたが、昭和
62年の農学部改組により誕生した農林総合科学科
や、その後の改組で生まれた生物資源環境学科の卒
業生が同窓会会員のなかで、かなり大きな割合を占
めるまでになりました。農林総合科学科を設立期に
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　平成28年は、嬉しいニュースも多かった反面、天
災、人災に明け暮れた年であったとの感がありま
す。中でも熊本県、鳥取県では大規模な地震によっ
て、多くの同窓会員のみなさまが被災されました。
心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い
復興を祈念するものです。
　さて、今年も農学部には様々なニュースがありま
した。ここではご挨拶に代えて主な点を報告させて
いただきます。
　すでに新聞等でも公表しております通り、来年４
月から本学部「生物資源環境学科」は「生命環境農
学科」へと改組いたします。皆様もご存知のように、
日本の農林業には地方創生の要として6次産業化や
農林産品の海外輸出、さらには持続可能な環境保全
などこれまで以上に多様な機能が求められるように
なってきました。一方で、世界的な気象変動や食
料、環境および貧困問題も農学の取り組むべき課題
となっております。我々も、時代に即した農学教育
と研究を進めるべく、環境保全の分野を加え、学生
定員を20名、教員を10名それぞれ増した新たな布陣
で教育・研究を展開いたします。若者の人口が減る
中で、このような教育研究体制の充実がはかれまし
たのも、同窓の皆様と先達の先生がたが築いてこら
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れた鳥取農学の実績があるからに他ありません。教
職員一同を代表して感謝申し上げますとともに、皆
様から新学の方向等についてご指導、ご助言を賜り
ますようお願い申し上げます。
　一方、平成25年からスタートした共同獣医学科は
順調に教育を進めており、来年からは５年次の実践
的な臨床教育がスタートいたします。そのため、本
年度末には初めての共用試験が実施されます。学生
は無論ですが、教職員もその準備に全力を注いでい
るところです。
　一方、研究面においては、最近論文等の成果発信
も増加しており、その結果科学研究費や他の競争的
資金の獲得割合も全国トップクラスを維持しており
ます。今年度につきましては、多くの教員が重要な
学会賞を受賞する、あるいは世界的な発見を行うな
どのうれしい出来事があり、特に若手教員の活躍が
目立った年でした。このような学術振興の学風は、
鳥取高等農業学校開設時に山田玄太郎校長先生が示
された「すぐれた研究者を集め、研究成果をあげる
ことが、良い学生を呼ぶ」という本学部の基本精神
によるところが大きいと感じております。先に述べ
ましたように、新たな教授陣を加えつつ、地域に根
ざし、しかも国内外トップクラスの研究を行うべ
く、研究環境整備と人材確保を進めてゆく所存で
す。
　以上近況をお伝えいたしましたが、今後も先輩諸
氏の築かれた歴史と伝統を活かして、教育と研究を
充実させるべく、教職員一丸となって邁進して参り
ます。同窓会員の皆さま方の一層のご支援ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

入学・卒業された同窓会員の皆様は、すでに40歳代
後半を迎え、社会のなかで中心的な役割を果たす年
代となっております。そうした状況を踏まえて、今
回の総会では、農林総合科学科の卒業生のなかから
も副会長が選出されましたことは、大いに喜ばしい
ことと思います。今後は、こうした若い年代の方々
が同窓会の運営に積極的に参加されて、同窓会活動
がますます活性化し、発展することを期待しており
ます。
　一方、農学部は平成33年に創立100周年を迎えま
す。農学部では、これまでも節目となる時期に記念
事業が行われ、同窓会も記念事業の実施に際しては
さまざまな支援・協力を行って参りましたが、今
回は100周年という大変大きな節目を迎えることに
なります。そのため、今期は同窓会内部に「農学部

100周年準備委員会」を立ち上げて、100周年記念事
業の準備を進めていく所存でございます。100周年
記念事業では、同窓会員の皆様方にもご支援をお願
いすることが出てくると思いますが、その際には温
かいご協力を賜ることができますように願っており
ます。
　最後となりましたが、農学部同窓会が同窓会員の
親睦を深める場として、今後ますます発展するよう
に、新会長として微力ながら努力していく所存でご
ざいます。また、同窓会員の皆様方の今後ますます
のご活躍とご健勝を祈念申し上げますとともに、同
窓会の活動に対しまして、これまでと同様に、ご支
援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げて、新会長の挨拶とさせていただきます。
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　定期総会は、平成28年６月25日（土）の午前11時
より、ホテルモナーク鳥取において、総勢54名の同
窓生が参加して開催されました。支部からも合計10
支部の同窓生の方々にご参加いただき（14名）、賑
やかな会となりました。
　開会のあと、朝倉晋会長（F昭29年卒）の挨拶に続
いて、鳥取大学副学長の山口武視氏（A昭58年卒）
より、平成29年度に行われる農学部の改組や学友会
の取り組みについての説明がありました。
　つぎに、議長選出を行い、議長には仲舛高一氏（C
昭37年卒）が選ばれて、仲舛議長の司会進行のもと、
報告・協議事項の審議へと入りました。
　まず、中田昇学内副会長（A昭49年卒）より平成
26・27年度事業報告が行われました。
１．定期総会（平成26年６月28日〈土〉；ホテルモナー
ク鳥取）
２．同窓会会報の発行
　（第35号・平成26年４月、第36号・平成27年２月、
第37号・平成27年12月）
３．支部活動等（支部総会：21支部、クラス会：21
クラス）
４．卒業式援助（平成27年３月18日、平成28年３月18日）
５．慶弔事（供花：２件、弔電：４件）
６．卒業生・新入生への記念品贈呈
〔卒業生〕バスタオル
〔新入生〕ストラップ、同窓会名簿
７．高農校舎保存のための寄付金事業
８．農学部中庭・高農講堂門修繕
９．農学部玄関脇記念樹改植
　引き続いて、遠藤常嘉学内幹事（Nc平４年卒）よ
り、平成26・27年度会計報告があり、小原隆三監事
（A昭28年卒）の監査報告のあと、事業報告・会計
報告とも満場一致で承認されました。
　つぎに、平成28・29年度事業計画案について能美
誠学内幹事（B昭55年卒）より説明がありました。
１．定期総会（平成28年６月28日〈土〉；ホテルモナー
ク鳥取）
２．支部活動の支援
３．同窓会会報の発行（第38号・第39号）
４．終身会費の推進・会費納入の向上
５．学科・コースへの援助

定　期　総　会　報　告

６．卒業式援助
７．卒業生・新入生への記念品贈呈
８．高農跡碑移転（農学部から吉方へ）
９．名簿発刊準備
10．農学部100周年準備委員会設置
11．熊本地震お見舞い文送付
　また、遠藤常嘉学内幹事（Nc平４年卒）より、平
成28・29年度予算案について説明がありました。そ
して、審議の結果、事業計画案、予算案ともに全会
一致で承認されました。
　ついで、役員改選に入り、役員検討委員の協議に
より、以下の新役員が提案され（敬称略）、満場一
致で承認されました。なお、今回の総会では、新た
に農林総合科学科の卒業生（N）からも副会長を選
出することになりました。
会　長：林　隆敏（V昭35年卒）
副会長：	山本光範（A昭48年卒）、山口　亨（C昭31

年卒）、細井　亨（V昭45年卒）、作野友康
（F昭37年卒）、石黒隆夫（E昭45年卒）、前
田千博（B昭35年卒）、藤田美奈子（Na平３
年卒）、宮本直彦（E昭58年卒）〔関東支部長〕

監　事：尾谷　浩（A昭49年卒）、武森貴子（B昭54
年卒）

《学内事務局》
学内副会長：能美　誠（B昭55年卒）
常	任	幹	事：	竹内　崇（V昭61年卒）、野波和好（E

昭60年卒）、遠藤常嘉（Nc平４年卒）、
近藤謙介（Na平10年卒）

　さらに、中田昇学内副会長（A昭49年卒）より、
学友会の行う諸活動に関して、農学部同窓会に対し
て金銭的支援の依頼があった場合に農学部同窓会か
ら支援することの提案があり、全会一致で承認され
ました。
　最後に、総会終了後の懇親会では、各支部出席者
による支部活動報告や、熊本支部の青山昌充氏よ
り、平成28年４月に熊本で発生した大地震に関する
報告も行われました。また、参加者同士で旧交を暖
めあうことができ、盛会のなか、午後２時頃に懇親
会は無事に終了しました。

（能美　誠・B昭55年卒）



4 農学部同窓会会報（38号）

（１）一般会計
収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　	（円）

科　　目 予算額 収入済額 差引残額 備　　　　　考
前 年 度 繰 越 金 1,167,470 1,167,470 0
入 会 金 2,300,000 2,365,000 65,000 平成26・	27年度
会 費 26,530,000 28,930,580 2,400,580 一　般　7,690,580（712件）
預 金 利 息 2,530 2,600 70 新入生 21,240,000（472件）
高農校舎寄付金 0 2,691,000 2,691,000
合 　 　 　 計 30,000,000 35,156,650 5,156,650

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　	（円）
科　　目 予算額 支出済額 差引残額 備　　　　　考

事 務 費 300,000 49,034 250,966 事務用品、コピー代等
通 信 運 搬 費 400,000 221,695 178,305 電話、郵送、手数料等
会 議 費 800,000 509,074 290,926 幹事会、役員会
旅 費 2,400,000 1,827,471 572,529 支部総会出席旅費
支 部 援 助 金 1,400,000 1,260,000 140,000 21支部、21クラス会
賃 金 6,000,000 5,556,000 444,000 賃金、事務謝金
会 報 発 行 費 6,000,000 6,737,973 △ 					737,973 第35.36.37号
慶 弔 費 100,000 32,230 67,770 供花、弔電料
卒 業 援 助 金 1,200,000 1,414,896 △ 					214,896 平成27年、平成28年
総 会 費 800,000 429,292 370,708 平成26年６月28日
支 部 強 化 費 1,500,000 818,000 682,000 総会・支部総会出席旅費
広 報 記 録 費 1,000,000 649,520 350,480 就職ガイダンス,HP,パンフ
記 念 品 費 2,000,000 2,046,816 △ 						46,816 卒業生、新入生記念品
学科コース援助金 700,000 700,000 0 ７コース（@100,000）
備 品 費 100,000 0 100,000
名 簿 代 2,000,000 1,500,000 500,000 新入生買取分
退 職 積 立 金 100,000 100,000 0 平成26年度、27年度
終身会費積立金 3,000,000 7,000,000 △ 			4,000,000
高 農 跡碑移転費 100,000 0 100,000
会 費 返 金 分 0 270,000 △ 					270,000 高農講堂門修繕費	355,320
予 備 費 100,000 392,040 △ 					292,040 玄関脇植樹　36,720
高 農校舎寄付金 0 2,691,000 △ 			2,691,000 基本財産へ
合 　 　 　 計 30,000,000 34,205,041 △ 			4,205,041
収入額　35,156,650円　－　支出済額　34,205,041円　＝　951,609円（次年度繰越金）

平成 26・27 年度会計報告 平成28年３月31日

１．定期総会　平成26年６月28日（土）
２．会報発行　第35号・・平成26年４月
　　　　　　　第36号・・平成27年２月
　　　　　　　第37号・・平成27年12月
３．支部活動等
　支部総会　21支部
北海道支部（H26. 6）　関	東	支	部（H26.6）
熊本県支部（H26. 6）　鳥取中部支部（H26. 7）
山口県支部（H26. 8）　沖縄県支部（H26. 9）
愛知県支部（H26.10）　福岡県支部（H26.11）
岡山県支部（H26.11）　香川県支部（H26.11）
富山県支部（H26.11）　静岡県支部（H27. 1）	
島根県支部（H27. 1）　関	東	支	部（H27. 6）
熊本県支部（H27. 6）　和歌山県支部（H27. 7）
福岡県支部（H27.10）　福井県支部（H27.10）
沖縄県支部（H27.11）　静岡県支部（H28. 1）
京	都	支	部（H28. 3）
クラス会　21クラス
Ｃ昭和38年　Ｃ昭和44年　Ｖ昭和36年　Ｖ昭和37年

平成 26・27 年度事業報告
Ｖ昭和39年　Ｖ昭和47年　Ａ昭和46年　Ａ昭和38年
Ａ昭和43年　Ｂ昭和36年　Ｖ昭和26年　Ａ昭和25年
Ｅ昭和51年　Ｅ昭和48年　Ｅ昭和43年　Ｆ昭和46年
Ａ昭和25年　Ｖ昭和38年　Ｂ昭和48年　Ｖ昭和37年
Ｃ昭和44年
４．卒業式援助　平成27年3月18日、平成28年3月18日
５．慶弔事
供花　西谷　曻氏（Ｆ昭和19年・元副会長）
　　　川下全功氏（Ｆ昭和39年・現監事）
弔電　西谷　曻氏（Ｆ昭和19年）
　　　本家昇一氏（Ｅ昭和25年）
　　　鎌田照成氏（Ｖ昭和24年）
　　　鎌谷広治氏（Ｆ昭和23年）
６．卒業生、新入生へ記念品贈呈　平成26・27年度
　優秀学生（学長表彰）記念品贈呈　平成26・27年度
７．高農校舎保存のための寄付金事業
８．農学部中庭、高農講堂門修繕
９．農学部玄関脇記念樹改植
10．その他

平成28年３月31日

（２）基本財産
収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（円）
科　　目 予 算 額 収入済額 備　　考

前年度繰越金 12,531,551 12,531,551 定期預金
一般会計より 0 2,691,000 高農寄付金
預 金 利 息 3,449 4,957
合 計 12,535,000 15,227,508

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（円）
科　　目 予 算 額 収入済額 備　　考

高農校舎保存寄付 3,000,000 3,000,000 鳥取県へ
合 計 3,000,000 3,000,000
収入額　15,227,508円	－支出済額　3,000,000円＝12,227,508円
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（３）終身会費積立金　　　　　　　　　　　　　　（円）
科　　目 予 算 額 収入済額 備　　考

前年度繰越金 65,017,500 65,017,500
一般会計より 3,000,000 7,000,000
預 金 利 息 82,500 27,080 定期預金
合 計 68,100,000 72,044,580

（４）退職積立金　　　　　　　　　　　　　　　　（円）
科　　目 予 算 額 	収入済額 備　　考

前年度繰越金 1,011,269 1,011,269 定期預金
一般会計より 100,000 100,000 平成26.27年度
預 金 利 息 731 430
合 計 1,112,000 1,111,699

（５）高農校舎保存寄付金　　　　　　　　　　　　（円）
科　目 収入済額 科目 支出済額 備　考

基本財産より 3,000,000 高農校舎管理者へ 3,000,000 鳥取県
会員寄付金 2,691,000 基本財産へ 2,691,000
合						計 5,691,000 合								計 5,691,000

収入額　5,691,000円－支出額　5,691,000円＝0円

平成 28・29 年度予算 平成28年４月10日
（１）一般会計
収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	（円）
科　　　　目 予　算　額 備　考 科　　　　目 予　算　額 備　考
前 年 度 繰 越 金 951,609 事 務 費 200,000 事務用品等
入 会 金 2,300,000 Ｈ28、29年度 通 信 運 搬 費 400,000 電話、郵送料
会 費 26,746,000 会 議 費 700,000 幹事会、役員会
預 金 利 息 2,391 旅 費 2,300,000 支部出席旅費

支部総会援助金 1,500,000 支部、クラス会
賃 金 6,000,000 賃金、謝金
会 報 発 行 費 5,000,000 第38、39号
慶 弔 費 100,000 祝・弔電
卒 業 式 援 助 金 1,600,000 Ｈ28、29年度
総 会 費	 700,000 Ｈ28.	6.	25
支 部 強 化 費 1,500,000 総会、学生旅費
広 報 活 動 費 1,000,000 就職ガイダンス等
記 念 品 費 2,200,000 新入生、卒業生
学科コース援助金	 700,000 ７コース
備 品 費 100,000
名 簿 代 1,500,000 新入生買い取り分
退 職 積 立 金 100,000 平成28、29年度
終身会費積立金 4,000,000
高農跡碑移転費 300,000 吉方へ
予 備 費 100,000

合　　　　計 30,000,000 合　　　　計 30,000,000

１．総会　平成28年６月25日（土）
２．支部活動の支援
３．会報発行（38号、39号）
４．終身会費の推進、会費納入の向上
５．学科コースへの援助
６．卒業式援助

平成 28・29 年度事業計画
７．卒業生、新入生へ記念品贈呈
８．高農跡碑移転（農学部より吉方へ）
９．名簿発刊準備
10．農学部100周年準備委員会設置
11．熊本地震お見舞い文送付
12．その他

平成28年４月１日

（２）基本財産 円
科　目 予　算　額 　　備　考

前年度繰越金 12,227,508 定期預金
預 金 利 息 2,492
合　　　　計 12,230,000

（３）終身積立金 円
科　目 予　算　額 　　備　考

前年度繰越金 72,044,580 定期預金
一般会計より 4,000,000
預 金 利 息 25,420
合　　　　計 76,070,000

（４）退職積立金 円
科　目 予　算　額 　　備　考

前年度繰越金 1,111,699 定期預金
一般会計より 100,000
預 金 利 息 301
合　　　　計 1,212,000
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コーストピックス
A昭57年卒）は農学部長・農学研究科長を、山口武
視教授（作物管理学、A昭58年卒）は副学長（周年事
業担当、学友会担当）および学生支援センター長を、
中田昇教授（栽培技術学、A昭49年卒）はフィール
ドサイエンスセンター長を、それぞれ昨年度より引
き続き務められておられます。東政明教授（昆虫機
能学）にはコース代表をお務め頂いております。な
お、中田教授は平成29年3月をもって、定年でご退
職となります。定めとはいえ、大変残念な限りです。
その他、野波和好准教授（農業生産工学、E昭60年

生物生産科学コース

　同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝にて
ご活躍のこととお慶び申し上げます。本コースで
は、教員の異動がありましたのでご報告いたしま
す。佐久間俊助教（植物育種学）が昨年度2月1日付
で、森本英嗣准教授（生物生産システム工学）、竹
村圭弘講師（園芸生産学、Na平20年修了）が4月1日
付で着任されました。田村文男教授（果樹園芸学、

生物資源環境学科

���������������������������������������������������������������������

　農学部では、平成29年４月より生物資源環境学科
の生命環境農学科への改組を行います。これは、農
業の６次産業化、農産物輸出促進の重要性、地球温
暖化による食料生産環境や田園環境・森林環境の変
化等、現在の農林業や農村を取り巻く環境変化に対
応できる教育研究が行えるように、生命科学や環境
科学の成果を積極的に取り入れた新しい農学教育・
研究の展開を目指したものです。
　なお、今回の改組は農学部単独の改組ではなく、
地域学部でも同時に改組が行われ、地域環境学科教
員（約９名）の農学部への異動も行われることになっ
ております。そして、改組後の生命環境農学科では、
学生定員をこれまでの１学年200名から220名へと20
名増加します。この結果、農学部では教育研究体制
が強化されます。
　また、学科改組に伴い、生物資源環境学科に設け
られていた６つの教育コースは４つに再編統合され
ます。各コースの概要は、以下の通りです。
【１】国際乾燥地農学コース：乾燥地を中心とした
開発途上国における環境問題や農業問題に関する専
門知識や技術の修得をはかり、国際性のある人材育
成を目指すコース。
【２】里地里山環境管理学コース：里地里山の保全
管理と利活用に関する専門知識と技術を修得し、さ
まざまな実習を通じて実践力ある人材育成を目指す

農学部改組について
コース。
【３】植物菌類生産科学コース：多様な植物や菌類
が有する有用遺伝資源の発掘や、植物や菌類の生
産・利用・開発に関する専門知識と技術の修得をは
かるコース。
【４】農芸化学コース：生命のしくみを個体レベル
や分子レベルで解明し、多様な化学物質の発見やそ
の機能の利用を目指して、食料生産や作物保護、食
品開発や食品分析等に関する専門知識と技術の修得
をはかるコース。
　なお、旧コース・学科等との対応関係は、おおむ
ね以下の通りです。
【１】国際乾燥地農学コース：国際乾燥地科学コー
ス＋環境共生科学コース（農業土木系）＋地域学部
地域環境学科
【２】里地里山環境管理学コース：フードシステム
科学コース＋環境共生科学コース（森林科学系）＋
地域学部地域環境学科
【３】植物菌類生産科学コース：生物生産科学コー
ス＋植物菌類資源科学コース
【４】農芸化学コース：生命・食機能科学コース＋
生物生産科学コース＋植物菌類資源科学コース＋地
域学部地域環境学科

（能美　誠・B昭55年卒）
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卒）、中秀司准教授（害虫制御学）、大﨑久美子講師
（植物病害制御学、Na平13年卒）、辻渉助教（作物
生産学、Na平12年卒）、小職・近藤（施設園芸学、
Na平10年卒の教員12名の体制で、教育・研究に取
り組んでいます。
　本コースでは3月に37名の卒業生と4名の修了生を
送り出しました。現在は、学部2年生36名、3年生37
名、4年生44名、修士課程1年生6名、2年生10名が在
籍しています。お陰様で現在の4年生および修士2年
生はほぼ就職・進学が決定しております。
　最後になりましたが、教員一同で益々充実した教
育・研究を目指し精進して参ります。農学部同窓生
の皆様方には、引き続きご支援とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

（近藤謙介・Na平10年卒）

植物菌類資源科学コース

　同窓生の皆様、お元気でご活躍のことと思いま
す。本コースも今年で11年目を迎えましたが、教
員、学生ともに元気にやっております。学生は年に
よって変わる就職活動のスケジュールにも対応し、
就職、進学を決めています。3年目となるコンケン
大学での短期留学プログラムには10名以上の学生が
参加するなど学生のグローバル意識は年々向上して
います。研究においては今秋開催された日本菌学会
大会で修士2年生の的崎利規君が最優秀学生発表賞
を受賞しました。教員体制については、2月より遠
藤直樹助教（菌類分類生態学）が着任されました。
先生は菌根性きのこの分野で活躍が期待される若手
のお一人です。また明石欣也（分子細胞生物学）先
生が今秋より教授に昇任されました。お二人の先生
と會見忠則教授（微生物資源学）、岡真理子准教授
（植物環境生理学）、上中弘典准教授（植物分子生物
学）、霜村典宏教授（A昭62年卒：菌類育種栽培学）、
早乙女梢准教授（菌類系統学）、田中裕之准教授（A
平8年修了：植物遺伝学）、中桐昭教授（菌類多様性
学）、前川二太郎教授（A昭53年卒：菌類分類学）、
松本晃幸(C昭52卒：菌類遺伝資源学)の計11人で変
わりなく教育研究活動に取り組んでおります。
　本年は農学部の新教育体制への大幅な改組が確定
しました。したがって、現1年生が本コース最後の
学生となります。植物菌類資源科学コースとして残
された3年間、体制の変化に影響されることなく、
しっかりと教育指導を行い社会へ送り出していく所
存です。同窓生の皆様には、引き続き本コースの教

育・研究にご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。

（松本晃幸・C昭52年卒）

生命・食機能科学コース

　同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝でご
活躍のこととお慶び申し上げます。本コースの近況
をお知らせ致します。
　現在、本コースには学部4年生30名、3年生34名、
2年生32名、修士課程2年生12名、1年生10名が在籍
しています。学部4年生と修士2年生は、ほぼ就職や
進学などが決定し、それぞれ卒業論文、修士論文の
完成をめざして勉強や実験に励んでいます。また、
修士課程の学生は、平成28年9月5日に行われた修士
論文中間報告会でこれまでの研究成果を発表し、改
めて気持ちを引き締めて研究に取り組んでいるとこ
ろです。
　現在、本コースの教育を担当しているのは、渡邉
文雄教授（食品科学）、河野強教授（生物有機化学）、
石原亨教授（天然物化学）、一柳剛教授（有機化学）、
有馬二朗准教授（生命機能化学）、薮田行哲准教授
（栄養科学）、平成28年10月に昇任された岩崎崇准
教授（生体制御化学）、上野琴巳講師（生物活性化
学）、平成28年2月1日付で本コースに着任致しまし
た小職（助教、食品機能学、Nc平成20年卒）の9名
です。
　平成29年度から改組により農学部の教育体制と陣
容が大きく変わることになり、生命・食機能科学
コースの全教員は「農芸化学コース」の教員として
新たな一歩を踏み出します。新コースになりまして
も、教員一同協力して学生と一緒により良い教育研
究の場を作るとともに、化学を基本とした特色のあ
るコース作りを目指す所存です。同窓会会員の皆様
には、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上
げます。

（美藤友博・Nc平20年卒）

環境共生科学コース

　同窓会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。本コースでの近況紹介と
してはこれが最後になります。これまでは、里山か
ら里海までの流域管理を目標として掲げておりまし
たが、さらにその特性を深化させるために、来年度
からは新たなコースとして、現在本コースを構成
している森林系7名の教員は里地里山環境管理コー



8 農学部同窓会会報（38号）

ス、農業土木系6名の教員は国際乾燥地農学コース
へ所属することになります。
　教員の動きですが昨年の年度末に、山本福寿教授
（F昭49年卒、造林学）が、めでたく退職を迎えら
れました。現在も、あちらこちらでご活躍をされて
おられますが、先生の長年のご活躍に敬服いたしま
す。また、同時に芳賀大地助教（森林経営学）が着
任されました。そのため現在の教員体制は、次の
ようになっております。佐野淳之教授（森林生態系
管理学）、大住克博教授（森林利用システム学）、日
置佳之教授（生態工学）、長澤良太教授（景観生態
学）、猪迫耕二教授（水土環境保全学：学科長）、緒
方英彦教授（農業造構学）、芳賀弘和准教授（緑地防
災学）、藤本高明准教授（環境木材利用学）、清水克
之准教授（水圏環境評価学）、齋藤忠臣准教授（地圏
環境保全学）、吉岡有美助教（水圏環境科学）、芳賀
大地助教（森林経営学）、そして兵頭正浩准教授（Ns
平16年卒、施設環境工学）です。改めて教員体制を
見ると、私が学生だった頃の10年前に在籍されてお
られた先生方は、半数以上退職されており、なんだ
か寂しく感じる今日この頃です。しかし、最近は卒
業生である大先輩方や指導学生とも一緒に仕事をす
る機会も増えており、これまで在籍された先生方が
構築されてきた関係を再び築きあげる楽しさも感じ
ています。日々全力で取り組まれておられる同窓会
員の皆様には、ふと大学時代が懐かしく感じられる
ことがあると思います。本会報に懐かしい名前（も
ちろん仕事でも）がございましたら、遠慮無くお立
ち寄りください。
　今後とも、ますます充実した研究教育体制を目指
して参りますので、同窓会員の皆様のお力添えを賜
りますよう、何卒よろしくお願い致します。

（兵頭正浩・Ns平16卒）

フードシステム科学コース

　同窓生の皆さん、お元気でご活躍のことと存じま
す。フードシステム科学コースは、現在6名の教員
が教育、研究、地域貢献、学内の管理運営等の仕事
に当たっています。
　まず、平成28年3月に小林一先生が定年で退職さ
れました。小林先生は、平成2年に農学部に赴任さ
れ、それから26年間にわたって、農学部で教鞭をと
られ、多くの学部生や大学院生を指導してこられた
ほか、副学長として鳥取大学の発展に多大な貢献を
果たしてこられました。平成28年2月12日には農学

部で最終講義、3月20日にはホテルニューオータニ
で記念祝賀会が開催され、学内外から多くの卒業生
や関係者の皆様に出席していただき、盛会のうちに
これらの行事を終えることができました。皆様方に
厚く御礼を申し上げます。
　つぎに、平成28年8月に松村一善先生が教授に昇
任されました。松村先生は、農業経営学の分野で、
水田経営や畑作経営の管理問題、担い手育成問題、
地域農業振興問題等を対象として、現場を重視しな
がら実践的な視点で農業経営学に関する教育研究に
あたってこられています。なお、松村先生の担当分
野名称は、「農業経営管理学」から「農業経営学」に
変更となりました。
　ところで、農学部では平成29年度より、学科の改
組とコースの再編成が行われます。再編成後、フー
ドシステム科学コースの担当教員は「里地里山環境
管理学コース」という新しく設置されるコースに参
画して、森林科学系の先生や地域学部の地域環境学
科から農学部に異動される環境系の先生方と一緒に
教育を担当していくことになりました。新しいコー
スでは、里地・里山の活動や環境問題に関して、社
会科学と自然科学両面の幅広い視点から教育を行う
ことになっています。
　最後に、現在の教員構成はつぎの通りです。
会計・経営システム学分野：古塚秀夫教授
食環境経済分析学分野：能美　誠教授
消費者行動学分野：松田敏信教授
農業経営学分野：松村一善教授
流通情報解析学分野：万里准教授
食・農・環境の法社会学分野：片野洋平助教

（能美　誠・B昭55年卒）

国際乾燥地科学コース

　同窓会員の皆様におかれましては、益々、ご健勝
でご活躍中のことと、お慶び申し上げます。
　コースでは現在、学部学生２年生28名、３年生28
名、４年生32名、修士学生１年生19名、2年生15名
が在籍しております。	
　2月に行われた「国際乾燥地農学実習」では、25名
がメキシコやタイの農業現場において、約1ヶ月間、
海外実習に励みました。また昨年度より10ヶ月の予
定で、修士学生1名がメキシコへ、学部4年生1名が
アメリカとキューバへ留学しておりましたが、間も
なく帰国の予定です。さらに今年度は、学部2年生
と3年生の1名ずつがウガンダへ、約10ヶ月の留学を
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予定しています。学部４年生と修士２年生は、今ま
さに卒業論文、修士論文に取り組み、充実した貴重
な学生生活最後の年を、送っています。それぞれ、
異なる環境の下で実習、勉学、研究に励むことによ
り、新たな課題発見をし、さらなる飛躍を目指して
努力を続けております。
　山田智先生（植物栄養学）は、昨年度に引き続き、
メキシコにおいて「持続的食料生産のための乾燥地
に適応した露地栽培結合型アクアポニックスの開
発」を展開されています。そのプロジェクトメンバー
として、定年退職された藤山英保先生も加わり、鳥
取とラパスを往復されています。コース教員も、そ
れぞれが国内外いろいろな地域へ出かけています。
分野に所属する学生も教員と一緒に海外で研究調査
に励む機会も多く見受けられ、教育や研究活動を精
力的に行っています。
　末筆になりますが、今後とも、同窓の皆様のお力
添えをお願いしたいと思います。何卒よろしくお願
い致します。

（遠藤常嘉・Nc平4年卒）

共 同 獣 医 学 科

　同窓会員の皆様にはますますご健勝にてご活躍の
こととお慶び申し上げます。獣医学科の近況をお知
らせいたします。
　共同獣医学科が発足して４年目となり、今年度の
終わりには4年次学生を対象とした獣医学共用試験
が初めて実施されます。獣医学共用試験は、5年次
学生が総合参加型臨床実習を履修するための必須要
件となっており、実際に附属動物医療センターに来
院される患畜、Nosai鳥取の獣医師の先生方に指導
いただくフィールドでの臨床実習など、見学型から
参加型へ大きく転換するために合格しなければな
らない新たなハードルです。試験の内容は、コン
ピューターを用いた知識の評価（vetCBT）、臨床に
おける診察技能および態度の評価（vetOSCE）から
なり、現在の４年生は新たなカリキュラムに基づい
た講義・実習をベースに準備を進めています。6年
次学生は卒業論文の提出および発表も終わり、国家
試験に向けた猛勉強の日々を送っています。春には
獣医師として巣立っていく姿を想像しながら、叱咤
激励したいと思います。
　学科の教員組織につきましては、共同獣医学科長
に日笠喜朗教授（獣医内科学）が就任され、学科の
運営に多忙な日々を過ごしておられます。共同学科

の６年が完成するまでは、様々な教育システムが変
更され、学科全体が移行期特有の忙しさとなってお
ります。学科内の人事異動では、新任教員として
樋口雅司講師（獣医生化学）が採用されました（平
成27年12月1日付）。また、笛吹達史講師（獣医衛生
学）が准教授に昇任しておられます（平成28年4月1
日付）。現在の共同獣医学科の教員は34名、附属動
物医療センター専任教員１名となっています。
　今後とも、益々充実した獣医学教育を目指して教
員一同努力してまいりますので、同窓会員の皆様方
のご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げ
ます。

（竹内　崇・V昭61年卒）

フィールドサイエンスセンター

　同窓会会員の皆様におかれましては、ますますご
健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。附属
フィールドサイエンスセンター（FSC）の近況をお
知らせいたします。
　センターの教員構成としましては、生物生産部
門：中田昇教授（A昭49年卒、栽培技術学、センター
長、部門長）、近藤謙介講師（Na平10年卒、施設園
芸学）、森林部門：大住克博教授（森林利用学、部
門長）、普及企画部門：山口武視教授（A昭58年卒、
作物管理学、部門長）、小職・野波（E昭60年卒、農
業生産工学）、の3部門5名となっております。中田
教授は、センター長としてセンターの運営にお忙し
い日々を送られておりますが、平成29年3月をもっ
て定年退職されます。これまでフィールド教育の充
実にご尽力いただいており、引き継いで参りたいと
考えております。近藤講師はセンターの学内販売の
充実・拡大のため、加工品にも積極的に取り組まれ
ています。大住教授は教育環境の充実のため、老朽
化した教育研究林の設備や施設の改善に精力的に取
り組まれています。山口教授は学生支援センター長
に加え、昨年から副学長も兼務され、毎日過密スケ
ジュールをこなしておられます。野波は地域貢献す
べく、県内外を飛び回っています。
　そして技術職員は現在11名おり、教職員あわせた
16名で農地や森林において教育、研究に汗を流して
おります。児童とその保護者に食について知って
いただく機会を提供することを目的に続けている
「FSCあぐりスクール」も今年で第10回となりまし
た。また今年から新たに「FSCアグリの学びの舎」
を立ち上げ、農業に関心のある皆さんにFSCで行わ
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れている教育・研究の一端をお伝えする場を企画し
ました。これからも地域に根ざした教育、研究およ
び情報発信に教職員全員が力をあわせて取り組んで
参ります。今後とも同窓会員の皆様のご理解、ご支
援をよろしくお願いいたします。

（野波和好・E昭60年卒）

菌類きのこ遺伝資源研究センター

　同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝のこ
ととお喜び申し上げます。菌類きのこ遺伝資源研究
センターの近況についてご報告致します。まず、教
員の移動がございました。平成28年2月1日付けで遺
伝資源多様性研究部門に軟らかい「きのこ」の分類
がご専門の遠藤直樹助教が着任され、同研究部門の
牛島秀爾助教（Na平17年卒）が4月1日付けで一般財
団法人日本きのこセンター菌蕈研究所に主任研究員
として転出されました。現在本研究センターは、
遺伝資源多様性研究部門［松本晃幸教授（C昭52年
卒）、前川二太郎教授（A昭53年卒）、遠藤直樹助教］、
遺伝資源評価保存研究部門［中桐昭教授（センター
長）、早乙女梢准教授］、有用きのこ栽培研究部門［霜
村典宏教授（A昭62年卒）、會見忠則教授（兼務）］、
新機能開発研究部門［太田利男教授（兼務）、北村直
樹准教授（兼務）、高橋賢次准教授（兼務）］、およ
び物質活用研究部門［渡邉文雄教授（兼務）、石原亨
教授（兼務）、一柳剛教授（兼務）、大﨑久美子講師（兼
務、Na平13年卒）］の5研究部門14名体制で菌類きの
こに関する多様な基礎および応用研究に取り組んで
います。鳥取大学は国立大学法人になって12年が経
過し、平成28年度からの第3期中期目標期間（6年間）
のスタートとともに、従来のプロジェクトに加え
て、本学の特色と強みである「菌類きのこ」を組み
込んだ新たな医農工連携のプロジェクトが立ち上が
りました。本研究センターの全員がこのプロジェク
トに参画し、学内での当研究センターの役割も一層
大きくなっています。これらのプロジェクトを通し
て、きのこ類資源バンクの充実とその利活用に関す
る基礎および応用研究を強力に推進しています。
　同窓生の皆様にはこれまでに多大なご支援を賜り
ましたことに対して厚くお礼申し上げます。今後も
引き続きご支援とご協力の程よろしくお願い申し上
げます。

（前川二太郎・A昭53年卒）

鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

　平成28年11月、青森市内のアヒル飼育農場で高病
原性鳥インフルエンザが発生しました。今回は、平
成27年１月の佐賀県下での発生以来、１年10か月ぶ
りの国内発生となりましたが、今までになく、シー
ズンのかなり早い時期に、全国各地で数多くの野鳥
の死体や糞便から、ウイルスが検出されたことが注
目されました。
　本センターは平成17年の設立以来、環境省からの
協力要請を受けて、毎シーズン、野鳥における高病
原性鳥インフルエンザの確定診断機関として、検査
協力を行ってきています。また昨年11月及び12月の
秋田と名古屋の動物園での発生時にも、センター教
員が環境省の現地緊急調査チームに参加し、科学的
な立場から助言や調査協力を行いました。
　さらに農林水産省とも連携して、センター教員が
発生農場における疫学調査チームのメンバーとして
参加し、感染経路究明のための疫学サンプルの解析
を実施したり、あるいは同省の食料・農業・農村政
策審議会家畜衛生部会や環境省の鳥インフルエンザ
専門家会合のメンバーとして、専門的な立場から本
病の国内防疫対策に対する助言・指導等を継続的に
行ってきております。
　また国外においても、日本医療研究開発機構
（AMED）のもとで、感染症研究国際展開戦略プロ
グラム（J－GRID）「ベトナムにおける包括的な鳥イ
ンフルエンザ研究」を継続実施しております。
　本センターはこれからも我が国唯一の鳥類感染症
の専門研究機関として、鳥由来人獣共通感染症の制
圧に向け、スタッフ一同尚一層精進して参りたいと
存じます。引き続き皆様方のご支援・ご協力を賜り
ますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

（センター長　伊藤壽啓）

乾燥地研究センター

　本センターでは、10年間にわたりセンター長を務
めた恒川教授に代わり、山中教授が４月からセン
ター長を務めております。研究部門も、従来の6部
門から新たに3部門（総合的砂漠化対処部門、環境
保全部門、農業生産部門）に改編されました。国際
乾燥地研究教育機構の発足により、本センターに勤
務する外国人教員が２名増えるとともに、留学生の
数がついに日本人学生を上回るなど、国際色が一層
濃くなっております。また、共同利用・共同研究拠
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　旧吉方校舎の跡地で事務所等を整備・建設される
株式会社ラシック様のご厚意により、旧高農校舎の
なかの一室を農学部や農学部同窓会関係の資料が展
示できる資料室として整備いただけることになりま
した。下の写真（写真①）はその部屋を写したもの
です。農学部同窓会では、今後、資料・物品等の展
示のための展示用機材等を準備して、貴重な資料・
物品等を展示できるように準備を進めて参ります。
そこで、同窓会員の皆様方のなかで、農学部や農学
部同窓会に関係する貴重な資料・物品等をお持ちの
方がおられましたら、同窓会事務局までご連絡をい
ただければ大変幸いです。
　また、旧高農校舎のそばには、旧高農校舎跡地記
念碑も設置していただけることになり、写真（写真
②）のようにすでに設置作業も完了しました。
　鳥取にお越しの際には資料室や旧高農校舎跡地記
念碑を是非ご覧いただければと思います。ラシック
様の営業時間内（平日午前９時～午後６時）であれ
ば、資料室に入って見学することができます。

旧高農校舎内の資料室整備と旧高農跡碑の設置

株式会社LASSICの本社移転開所式

　旧吉方校舎の跡地に新しい本社を建設された株式
会社ラシック様の本社開所式が平成29年２月25日
（土）午前10時から、新本社で開催されました（新
本社は新しく建設された社屋と旧高農校舎で構成さ
れています）。式典には、農学部同窓会より山口亨
副会長と学内副会長の能美が出席しました。鳥取県
の平井知事や鳥取市の深澤市長をはじめ多くの来賓
の方々が出席されるなか、開所式が始まり、社長挨
拶、来賓挨拶の後、旧高農校舎玄関前でテープカッ
トや記念撮影が行われ、あわせて新本社の見学会も
行われました。見学会では、旧高農資料室も公開さ
れ、出席者は、有島武郎氏が初代高農校長である山
田玄太郎先生に宛てた手紙や当時の卒業アルバム、
絵葉書等、旧高農発足当時の懐かしい資料に見入っ
ていました。

（能美　誠・B昭55年卒）

点としての新しい取り組みとして「招聘型国際共同
研究」が始まり、海外から若手研究者を年に２名、
数カ月間招聘しています。北村先生（E46年卒、水
利用学）と田中先生に加え、山本福寿先生にも特任
教授として研究に勤しんで頂いております。井上先
生も週に２日ほどアルバイトとして研究に取り組ん
でおられます。
　主な研究プロジェクトとしましては、（通称）「限
界地プロジェクト」が、農学部からも４名の教員に
ご参加頂いてスーダンやヨルダンやモロッコなどで
進められています。また、エチオピアを現場とした
『砂漠化対処に向けた次世代型「持続可能な土地管

理（SLM）」フレームワークの開発』プログラムが、
JSTの「地球規模課題対応国際科学技術協力プログ
ラム」に採択されました。
　施設面では、新たにグロースチャンバが２基設置
されました。本年２月より本館改修工事も始まりま
す。これらの多額の投資に、研究と教育と国際協力
に一層励むことで応えてゆきたいと思っておりま
す。
　休日には乾燥地学術標本展示室を公開しておりま
すので、鳥取にお越しの際はぜひお立ち寄りくださ
い。

（藤巻晴行）
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●助教　佐久間　俊
　平成28年２月１日付で生物資源環境学科・植物育
種学分野の助教に着任いたしました佐久間俊と申し
ます。千葉大学大学院園芸学研究科で博士（農学）
を取得した後、横浜市立大学木原生物学研究所にお
いて助教として三年間勤務し、麦類の遺伝育種研究
に携わってきました。圃場で起きている現象を確認・
再発見し、研究室に持ち帰って基礎研究を行ない、
その成果を実際の農業現場に還元できるよう最大限
努めます。何卒宜しくお願い申し上げます。

●講師　竹　村　圭　弘（Na平20年修了）
　平成28年４月１日付けで生物資源環境学科・園芸
生産学研究分野の講師に着任しました竹村圭弘と申
します。私自身も本学の修了生であり、連合農学研
究科にて博士の学位を取得した後、プロジェクト研
究員を経て現在に至っております。現在は、地球温
暖化に対応できるニホンナシ品種の育成や特産園芸
作物の省エネルギー栽培方法等に焦点を当て研究を
進めています。今後とも益々充実した研究・教育を目
指して日々精進して参りますので、同窓会員の皆様方
のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

●准教授　森　本　英	　嗣
　平成28年４月１日付で生物資源環境学科生物生産
システム工学分野の准教授として着任いたしまし
た。京都大学大学院農学研究科で学位を取得した
後、東京農工大学および石川県農林総合研究セン
ターの研究員を経て現在に至って	おります。その
間、水稲精密農業の研究を中心に、スマート農機の
開発に取り組んでまいりました。今後は果樹・園芸
にも幅を広げてIoTを農業利用に推進するような研
究テーマを進めていくなかで本学の発展に貢献した
い所存です。何卒よろしくお	願い申し上げます。

生物資源環境学科・生命食機能科学コース

●助教　美　藤　友　博（Nc平成20年卒）
　平成28年２月１日付で生物資源環境学科、生命・

食機能科学コースの助教として着任いたしました。
私は平成26年度に本学大学院連合農学研究科で学位
を取得後、（独）日本学術振興会の特別研究員を経
て、現在に至っております。これまでは、高齢者や
菜食主義者が欠乏しやすい特定のビタミンの生理機
能を中心に研究してまいりました。現在は、そのビ
タミン欠乏症の発症メカニズムの解明に取り組むと
同時に、鳥取県特産の農作物から機能性因子の探索
なども行っております。教員としてまた同窓生とし
て本学の発展のために、教育研究に励みたいと考え
ています。同窓会の皆様方には今後ともご指導、ご
鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げま
す。

生物資源環境学科・環境共生科学コース

●助教　芳　賀　大　地
　平成28年２月１日付で生物資源環境学科の助教に
着任いたしました芳賀大地と申します。鳥取大学着
任前は東京大学農学生命科学研究科森林科学専攻の
博士課程におりました。専門は森林政策・林業経済
で、政策が森林所有者に与える影響を研究しており
ます。林業はこの10年間で大きな変化を遂げてお
り、鳥取県の森林林業も岐路にいると感じておりま
す。若輩ではありますが、本学の発展と地域の森林
管理に貢献していく所存です。何卒宜しくお願い致
します。

基礎獣医学講座　獣医生化学教育研究分野

●講師　樋　口　雅　司
　平成27年12月1日に共同獣医学科・基礎獣医学講
座・獣医生化学教育研究分野の講師に着任しました
樋口雅司と申します。就任にあたり同窓会員の皆様
方に謹んでご挨拶申し上げます。生化学は身体の中
で起きている現象を分子レベルで理解するために不
可欠な学問分野であり、獣医師においても大変重要
です。自身の研究（下垂体ホルモンの供給機序の解
析）と経験を活かし、鳥取の地から獣医師の育成と獣医
学の発展に寄与していきます。今後ともご指導・ご鞭
撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

生物資源環境学科・生物生産科学コース
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富山県支部

川嶋　芳明（Ｂ昭55年卒）

　富山県支部総会は、平成28年11月19日（土）に、
高岡市のホテルニューオータニ高岡において、本部
から中田　昇先生（Ａ昭49年卒）をお迎えして、２
年ぶりに開催しました。
　当日は、支部会員14名のほか、3月に逝去された
九澤清久氏（Ｋ昭23年卒）の娘さんにも参加いただ
き、故人を偲びつつ、親睦と交流を深めました。
　宮本丈士支部長（Ｂ昭44年卒）の開会の挨拶後、
中田先生から大学の近況について報告をいただき、
先生を囲んで記念撮影を行いました。その後、熊西
忠郎さん（Ｖ昭38年卒）の乾杯で懇談に移り、お土
産の「強力」を酌み交しながら、賑やかで楽しいひ
とときを過ごしました。
　富山県支部でも、参加者は減少傾向で、寂しい思
いもしていますが、楽しみにしていただいている方
や初めて参加された方もおり、継続する意義も感じ
ています。次回は、もっと沢山の方に参加していた
だき、楽しく語り合いたいものです。
　北陸新幹線が開業して、東京へは２時間余と近く
なる一方、鳥取へは金沢での乗換えが必要となり、
却って遠く感じるようになりました。それでも、多
感な青春を過ごした鳥取は懐かしく、元気を与えて
くれる「心のふるさと」です。中締めの挨拶で長谷
川和久さん（Ｃ昭40年卒）から、「平成33年の農学部
100周年にはバスを仕立て皆で鳥取へ」と檄を飛ば
され、鳥取への想いが一層募りました。
　最後になりましたが、農学部同窓会のますますの
ご発展をお祈りしますとともに、ご支援いただきま
したことに心から感謝申し上げます。

関東支部

宮本　直彦（E昭58年卒）

　今年度の関東支部の総会・懇談会は、7月2日（土）
の昼に、会員29名のご参加を賜り開催いたしまし
た。大学からは能美誠国際環境科学講座教授にお越
しいただき、農学部の改組のお話など大学の現状に
ついてお話いただきました。
　総会では平成29～30年度の役員選出が行われ、
厨子進副会長（C42）が退任され、新たに山本昌志
（MC63）副会長が選出されました。会長の宮本（E58）
はじめ山根康義副会長（V34）、石谷栄次副会長
（MF49）、内田真司副会長（MI	7）、山本正之監事
（MC46）は留任となりました。厨子副会長には長年
総会の進行・写真撮影をご担当いただきました。あ
りがとうございました。
　懇親会ではご参加いただいた方には、例年どおり
時間を忘れて楽しい時間を過ごしていただいたもの
と思っております。また総会・懇親会当日は、我々
の同窓会の散会後、同じ会館で、東京東雲会（鳥取
東高同窓会）が開催だったようで、獣医の齊藤元教
授のお嬢様お二人が、わざわざ挨拶に来られまし
た。鳥取繋がりのご縁を感じさせていただく日にな
りました。
　来年度は、7月7日（金）の夜の開催が決まってお
ります。常連の皆様に加え、まだ一度も参加された
事のない方も是非ご参加いただければと思っていま
す。七夕の夜にお目にかかれればと思います。
　前年度以前の未納会費は請求いたしませんので、
今年度の「総会・懇親会のご案内」が届かなかった
方、あるいは転勤等で関東地区に転居された方で送
付を希望される方は、後述のメールアドレスまで、
（奮って？安心して？）ご連絡下さい。
　naohiko_miyamoto@dnc.co.jp

　支部だより
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石川県支部

石川県支部事務局　玉村　壮太（A平10年卒）
　石川県支部（会長：島田義明MC昭和56年卒）には、
現在、計69名の会員が所属し、2年に1回｢支部同窓
会」を開催しております。
　支部同窓会の開催年である本年は、平成28年7月
27日（水）に「金沢美食亭	よし久」（金沢市昭和町）
にて、「平成28年度支部同窓会」を開催しました。
　支部同窓会には、会員15名が出席し、本学から近
藤謙介先生（附属フィールドサイエンスセンター）
をお迎えし、盛大に開催いたしました。
　支部同窓会は、島田会長の挨拶で幕を開き、引き
続いて、近藤哲史（C昭和41年卒）の乾杯にて懇親
会が始まりました。その後、近藤謙介先生から、農
学部改組の動向や最近の農学部内の話題などのお話
をお聞かせいただきました。
　近藤先生のお話では、農学部の学科が、現在の「生
物資源環境学科」から、平成29年度には「生命環境
農学科」に改組され、ひとつの学科に｢国際乾燥地
農学コース｣｢里地里山環境管理学コース｣｢植物菌類
生産科学コース｣｢農芸化学コース｣の４つの教育コ
ースに整理統合される予定との説明がありました。
　ただし、統合案については、まだ、計画の段階で
あり、今後、変更となる可能性もあるとのことで、
出席者一同、学部改組もなかなか大変だという認識
を持つとともに、度重なるコース名の変更に関して
「コース名がまったく覚えられない」と苦笑いされ
る出席者も見受けられました。
　その後、懇親会へ移り、出席した会員の自己紹介
を行い、近況報告を含め、学生時代の昔話や懐かし
い思い出話に花を咲かせていました。
　最後に、また２年後の支部同窓会にて再会するこ
とを約束し、出席者で記念撮影を行い、盛会のうち
に懇親会が閉幕となりました。
　今後も、活発な石川県支部同窓会となるよう、み
んなで盛り上げていきたいと考えております。

福井県支部

柴田　諭（Bf平19年卒）
　本県では、農学部同窓会に工学部や教育学部の
方々も合流される形で総会を開催していますが、平

成21年以来、しばらく間が空いていました。昨年、
７年ぶりに、本部から、中田昇先生と藤井美希さん
（大学院生）の出席を得て、会員26名が集まりまし
た。
　本年も昨年に続き、平成28年10月29日（土）17時
から、福井駅東口「アオッサ」内の「炭火ステーキ
キッチン＆バル」において、本部から、フィールド
サイエンスセンターの近藤謙介先生と生物生産科学
コースの笹木啓運３回生の出席をいただき、会員26
名の参加により平成28年度総会が開催されました。
　多田憲市会長（V昭38年卒）の挨拶に続き、議事
に入り、同窓会会則の目的の「会員相互の親睦をは
かり、情報を交換し、併せて母校の発展をはかるこ
とを目的とする」が、やや弱いのではないかという
ことで、併せての後に、「福井県並びに」を入れ、
大きな目的に向かう改正を行いました。
　議事終了後、近藤先生から大学の近況報告、稲田
弘毅氏（V昭35年卒）の「本県の同窓会の経緯」のお
話や、米寿を迎えられた宮澤清氏（A昭20年卒）の
あいさつがあり、山内武士氏（A昭23年卒）の乾杯
で懇親会がスタートしました。
　会員は、学生当時の思い出や、近況などを語り合
い、時間の経過も忘れるほど、楽しいひと時を過ご
しました。最後は、小谷克朗氏（F昭33年卒）の中締
めが行われ、安部嘉幸氏（B昭35年卒）の閉会の言
葉で、名残を惜しみながらのお開きとなりました。

京都府支部

栗山秀範（Ｅ昭60年卒）
　同窓会関係各位におかれましては、益々ご健勝の
ことと存じます。京都府支部は、鳥取高農、鳥取農
専、鳥取大学農学部及び大学院の卒業生のうち府内
在住・在勤者（現在400名：入会辞退・退会・住所
不明者除く）を会員として平成３年に発足し、隔年
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で総会を開催しています。平成28年３月５日（土）、
ＪＲ京都駅近くのホテルセントノーム京都にて第13
回総会と懇親会を開催しました。当日は、片岡光
信支部長（Ａ昭50年卒）をはじめ卒業生18名、服部
九二雄鳥取大学名誉教授（特別会員）、また、ご多
忙ななか大学からは中田昇教授（附属フィールドサ
イエンスセンター長）と宮﨑雅也さん（大学院フィ
ールド生産科学専攻）、西島穂波さん（生物生産科
学）の現役生２名にも参加いただき、総勢22名が大
学並びに各自の近況を報告し合うとともに、出欠確
認時に寄せられた出席が叶わなかった会員63名の近
況と同１月に大学で開催された「公務員農業土木･
林業職の仕事紹介セミナー」の概要（筆者参加）を紙
面で紹介するなど、相互の親睦を深めるとともに母
校の隆昌をはかりました。次回は平成30年に開催の
予定です。多くの皆さんのご参加をお待ちしており
ます。
　なお、支部事務局に寄せられた物故の先輩諸氏の
ご冥福を謹んでお祈り申し上げます。
　－お悔やみ－
佐々木正夫氏（Ａ昭25年卒）　安居隆夫氏（Ｆ昭19年卒）
葛西善三郎氏（Ｃ昭16年卒）　丸山勝三氏（Ｅ昭24年卒）
佐々木　孝氏（Ｖ昭26年卒）　島崎素一氏（Ｅ昭53年卒）

愛知県支部

宮前幸晴（Ｆ昭48年卒）
　平成28年10月29日（土）18時から、第20回鳥取大
学農学部愛知県支部同窓会（愛知砂丘会）が開催さ
ました。
　出席者22名全員での写真撮影の後に定時総会が行
われ、事業報告、会計報告、次期役員選出と進み、
滞りなく終了しました。
　懇親会は、近藤俊雄氏（Ｅ昭32年卒　第6代支部
長）が、鳥取県人会の名古屋での活動紹介等のお話
のあと乾杯の音頭をとられて和やかな酒席が始まり
ました。
　本部よりお来しいただいた中田昇教授（Ａ昭49年
卒）から、10月の鳥取県中部地震で鳥取市内の被害
は少なかったこと、農学部の組織変更などの話があ
り、さらに、３年在学中の宮川紗綾さん、岐阜県職
員の小椋正大君（Ba平26年卒）から若い人の挨拶が
あり、両者ともに、意見交換や情報収集などによる

明日への意気込みが感じられました。その後は、あ
ちらこちらで年齢・科などをこえた歓談が行われま
した。
　今回は出席者が少なかったこともあり、東海地区
における、県の枠を超えた集まりにならないかとい
う話題が持ち上がっていたようです。職務のブロッ
ク会議等での出会いによる輪の広がりで、愛知砂丘
会での交流拡大を期待したいと思います。

岡山県支部

岡山県支部　西山英利（Ｂ昭55年卒）
　二年に一度、オリンピックの年に総会を開催して
いる岡山県支部。平成28年８月７日（日）、本部か
らは農学部附属フィールドサイエンスセンター長　
中田昇教授（Ａ昭49年卒）に鳥取大学ブランド酒”
強力”を携え来県いただき、岡山市内の「ピュアリ
ティまきび」において母校愛に溢れる精鋭31名によ
り、定期総会を開催しました。
　中田教授からは、農学を取り巻く環境変化や大学
への期待に的確に対応するため、29年度から生物資
源環境学科が生命環境農学科へと定員増とともに改
組され、乾燥地や果実、キノコなどオリジナリティ
の高い研究への深化を図るとのこと。多くの昭和の
卒業生は、獣医学科を除くと３回目の改編となり、
戸惑いもありますが、学部の発展は出席者共通の思
いでもありました。
　懇親会は、忠政亨先輩（Ｆ昭29年卒）の乾杯の音
頭により始まり、旧学科ごとに学生時代の失敗談や
自慢話などを交えた自己紹介もあり、世代は異なる
ものの同窓の縁で結ばれた絆により、近況報告や思
い出話に盛り上がり、和やかで楽しいひと時を過ご
すことができました。
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　宴の結びには、なぜか大学歌ではなく、恒例の「大
海原の水うけて」を全員で合唱（幹事を受けると平
成の卒業生であっても「高農校歌」の暗記は必須で
す。）し、万歳三唱で２年後の平成30年の再会を期
してお開きとなりました。
		なお、岡山県支部では、ホームページに載せる
懐かしい写真を募集しています。お持ちの方は、
E-mail：okayama@tottori.jpn.org	 までお知らせく
ださい。

山口県支部

吾郷英昭（V平10年卒）
　山口県支部（会長：田上愛仁（Ｅ昭55年卒））は平
成28年８月末現在、会員数261名を数えます。支部
の活動としては、毎年支部総会を開催し、お互いの
近況報告や激励をしています。
		平成28年度の総会は、同年８月13日、山口市内の
ホテルに24名が集い、大学からはフィールドサイエ
ンスセンターの中田昇先生にお越しいただきまし
た。
　中田先生には、最近の鳥取大学の様子や鳥取高農
旧校舎の保存近況や移転の話などお聞かせいただき
ながら、お持ちいただいた「強力」を片手に、出席
者それぞれが学生時代を懐かしみ、そして再会を感
謝しながら、楽しい時間をすごさせていただきまし
た。
　今年の同窓会については、会場の都合でお盆に開
催してしまい、出席がかなわなかった先輩方が多く
いらっしゃったということについては、事務局とし
て大変反省させられるところですが、近年の新規会
員及び総会出席者が減少や存在感の大きかった諸先
輩方の出席が体調不良で外出を控えられるケースな
ども増えていることなども踏まえ、より、みなさん

が参加できるよう検討していきたいと思っていま
す。

福岡県支部

麻生昌彦（E昭46年卒）
　福岡支部よりお便りいたします。会員の皆様方に
おかれましてはご健勝にてお過ごしのこととお慶び
申し上げます。「地球は生きている！」。10月21日の
地震では倉吉方面の方々は、さぞ肝を冷やされたこ
ととでしょう。私事ですが、当日はたまたま同期会
（E44）の帰りで、急停車した「いなば」の車内で２
時間程缶詰になりました。被災された会員の皆様方
には心よりお見舞い申しあげます。さて、福岡支部
同窓会ですが、このところ隔年で福岡市と北九州市
で交互に開催しています。28年は10月１日に福岡市
で開催しました。残念ながら出席者は12名でした
が、それでも皆さん多忙な中、万障繰り合わせでお
いでいただきました。特に江崎勝美（C47）さんは
退職を機会に始めて参加されましたし、渡辺武樹
（A42）さんは今回も長崎から出席されました。ただ、
出席者の年齢は年々上がっていて、長野以真（Nf平
５年卒）さんが最も「若者？」でした。若い方の参加
は色々難しい面がありますが、今後とも「本部来賓
の依頼」、「同世代の世話人の確保」など努力したい
と思っています。
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　「いっちょ　行ってみるか！」　紙上をお借りし
てお誘いします。
　追伸、事務局にはいつもお世話をおかけします。
今後ともよろしくお願いいたします。

沖縄県支部

下池秀作（V平４年卒）

　沖縄県支部総会は、平成２8年10月1日（土）の夜
那覇市内「平家亭」において、林隆敏会長（V昭35年
卒）、竹内崇教授（V昭61年卒）、事務局の北嶋邦恵
さんを迎えて行われました。今年は先輩方も開催日
を忘れることなく！また時間もきちんと守っていた
だき、久しぶりの定時開催となりました。今年度は
新たに、谷口真吾（F昭63年卒）、高畠幸司（F昭55
年卒）、清水俊二（F平１年卒）の３名の会員が加わ
り、谷口先生、高畠先生も参加いただき、大いに盛
り上がった総会になったと思います。
　庄野　雪菜（獣医H26年卒）、松川　善昌（獣医
S49年卒）、池田　光男（林学S29年卒）、多嘉良　功
（獣医S61年卒）、上原　修（農総H7年卒）、下地　
秀作（獣医H6年卒）、玉城　晃（農総H7年卒）、知
花　健（獣医S34年卒）、又吉　宗慶（教育学部社会
S35年卒）、高橋まりこ（獣医H23年卒）、平安名盛
巳（獣医S48年卒・二次会から参加）。

現住所、勤務先等変更があった場合にはご一報下さいますようお願いいたします。

dousou@toridai-nougakudousou.com

獣医学科昭和31年卒 藤井　玄吉　

　私たちは、「Ｖ27学級クラス会」（昭和27年入学・
大４期生）と称して昭和47年に兵庫県の塩田温泉で
第一回のクラス会を開いて以来、最初は４年ごとに
としていたが、平成３年からは毎年の開催となり、
今回で32回目となる。
　25回を迎えた時点では、記念にと開催状況や思い
出などまとめた冊子「絆」もつくった。
　若くて元気の良いクラス会だった。斗酒なお辞さ
ずの元気いっぱいだったが、傘寿を過ぎると、足腰
や健康的にも不都合ができて、参加が難しくなり一
区切りをつけようということになり、平成28年10月
26日鳥取市内「観水庭こぜにや」で吉方の学び舎を
思い出しながらひと時を皆で懐かしんだ。

　大学からは、獣医学科の竹内崇先生（獣医学科同
窓会長）にお願いして大学の近況などお話をいただ
いた。卒業以来60年を経過した今日、入学時の鳥取
大火（４月17日）から始まり、寮生活も思い出がいっ
ぱいである。しかし、もう酒を酌み交わすにも量が
落ちてきた。語る言葉も穏やかになったが、お互い
の今日を育ててくれた鳥取大学を思う気持ちは変わ
らない。

クラス会だより
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事 務 局 だ よ り

「えっと降ったんじゃのー！！」（沢山、降った
んですねー）
「何ともねぇーだかい？」
「おいっ、生きとーと？」
　全国ニュースのおかげ？で、有名になった大雪
の鳥取。全国各地から、心配メールやら、電話や
ら・・。今回は本当に大変でした。雪かきはもち
ろんの事、交通手段は全部ストップ。
　この冬、２回の１メートル超えの我が家も例外
ではなく、吹雪の中、１時間以上かけて歩いて買
い物に行く勇気もなく、あるもので何とかしのい
だ何日間でした。３３年ぶりの大雪。

　（株）ラシックさんのご厚意で、吉方の高農校舎
の１室が高農資料室に。２月２５日の開所式まで
に何とか形にしなくては！！と降りしきる雪の
中、気持ちは焦るばかり・・。高い天井、縦長の
部屋。ガラスショーケースの見積もりを見た瞬間、
あまりの高額に目が点。それから、何日かは家具
屋巡り、ネット検索。
　色々な方々のご協力もあり、白を基調とした資
料室がやっと出来上がりました。開校当時の記念

絵葉書、素敵なセピア色から、１００年近い時の
匂いを感じます。大正１３年、初めての卒業生が
手にしたアルバム。文豪、有島武郎の自筆、その
文字の美しさたるや・・感嘆。是非、１度ご覧く
ださい。

　昨年の総会にて、朝倉会長から林会長へバトン
タッチされ、副会長３名も交代され、ぐーんと若
返った？？新体制でのスタートとなりました。一
時は絶滅の危機に瀕した高農校舎。校舎存続の件
で、前朝倉会長には何度も何度もご足労いただき
ました。また、事務局にはいつも優しい言葉をか
けていただき、本当に有難うございました。

　ドカ雪の鳥取でしたが、雪も消え、春の足音で
す。毎年、楽しみにしていた大学の八重桜、雪の
重みで幹がざっくり折れて・・見る度に心が痛み
ます。
　新年度のスタートです。皆様のご活躍を心より
お祈りしております。

事務局　北嶋　邦恵

新しいメールアドレス：dousou@toridai-nougakudousou.com

鳥取高農平面図（昭和３年） 山田校長宛ての有島武郎の自筆手紙

鳥取高農校舎寄付金（締め切り後入金分）

Ａ昭５７年卒　田　村　文　男
Ａ昭４５年卒　尾　谷　　　浩
Ａ昭３８年卒　油　本　武　義

Ａ平１２年卒　辻　　　　　渉
Ｖ昭４１年卒　湯ノ口　敏　雄

　同窓会では、本年の名簿発刊に向け、現在編
集作業をしております。
　会員名簿作成において４０年の実績があり、
現在全国１７００校の名簿を作成しております
㈱サラトと正式に契約し、委託しております。

鳥取大学農学部同窓会名簿について

　また、同窓会事務局も常に情報の確認をし、
個人情報には細心の注意を払い、作業を進めて
おります。
　何卒、ご理解いただき、ご協力のほど、よろ
しくお願いいたします。


