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　　　農学部同窓会会長

　　　　　　林　　　隆　敏
 

　会員の皆様方には、平素より農学部同窓会の運

営に多大のご協力・ご支援を頂戴しておりますこ

とに、厚く感謝を申し上げます。このたび、６月

に開催された総会で会長に再任されました。再度

身を引締めながら、皆様方のご期待に沿うことが

出来るように努力していく所存です。どうか宜し

くお願いいたします。

　ところで、本年は７月に中国地方を中心に豪雨

災害が発生し、また９月には北海道で大規模な地

震が起きるなど、自然災害が多発しました。豪雨

災害は岡山県や広島県など、多数の同窓生が活躍

されている地域で発生しており、同窓生の中にも

被災された方が在ると伺っております。被災され

た方々には、お見舞い申し上げますと共に、早く

日常の生活に戻れることを心より祈念いたします。

　さて、鳥取大学農学部は2021年に創立100周年

を迎えることになります。同窓会としましても、

農学部と密接に連携を諮りながら創立100周年記念

事業の実施をしていくことにしております。その

為の準備として、平成30年11月12日に「農学部創

目　次

会長挨拶 １

農学部長挨拶 ２

総会報告 ３

コーストピックス ６〜10

ニューフェイス 10

支部だより 11〜14

クラス会だより 14〜16

白兎海岸（撮影：能美　誠）

第40号
2019.3

あ い さ つ



2

農学部同窓会会報

　　　農学部長

　　　　　　田　村　文　男
 

　同窓会員の皆様におかれましては、ますますご

清栄のこととお慶び申し上げます。農学部長をつ

とめております田村です。微力ですが鳥取大学農

学部が、これまで以上に発展できるよう努力する

所存ですので、皆様のご協力をよろしくお願い申

し上げます。さて、今年も農学部には様々なニュー

スがありましたが、ここでは主な点を報告いたし

ます。

　まず、教育面ですが、昨年度４月から「生物資

源環境学科」を「生命環境農学科」へと教育体制

を変え、学生・教員数とも定員を増した形で教育

体制を一新いたしました。現在、この新課程の教

育を充実させるべく講義室、学生実験室の改修な

ど教育環境の改善に努力しているところです。一

方、教育の高度化を目指して平成25年からスター

トした共同獣医学科では、本年度末に一期生を送

り出します。さらに、これを機に学部教育を直接

大学院教育へ連接できるよう、平成31年４月に本

学と岐阜大学との共同獣医学研究科（博士課程）

を設置する運びとなりました。

　以上の様に、農学部では優れた人材の輩出こそ

最大の使命ということを念頭に、今後も不断の教

育改革を進めてまいります。同窓生の皆様にもど

うぞ忌憚のないご意見、ご助言を賜りますようお

願い申し上げます。

　一方、研究面におきましても、先に述べました

改組での増員に加え、昨今若手教員の採用を積極

的に行った結果、新たな教員を多く加えることが

出来ました。今後、研究論文等の成果発信も益々

増えるものと期待しております。今年度につきま

しても、本学部教員が重要な学会賞を受賞する、

あるいは学術的に大きな発見を行うなど名誉な出

来事が多くありました。このような学術振興の学

風は、鳥取高等農業学校初代校長の山田玄太郎先

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」という基本精

神によるところが大きいと感じております。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、人材確保と研究環境整備を進めてゆく所

存です。

　以上近況をお伝えいたしましたが、農学部では

先輩諸氏の築かれた100年の歴史と伝統を活かし、

次の100年も教育と研究で輝く鳥取大学農学部とな

るよう教職員一丸となって邁進いたします。同窓

会員の皆様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。

立100周年記念事業準備委員会」を発足させました。

今後、農学部との協議を重ねながら、100周年記念

事業の実施に向けて準備を進めて参りたいと考え

ております。また、鳥取大学におきましては、現

在「鳥取大学70周年記念事業」の準備が進みつつ

あり、「鳥取大学70周年記念誌」の発行などが企画

されています。こうした事業の実施には、当然な

がら同窓会の協力・支援は不可欠です。同窓会員

の皆様方にはご理解をいただき、ご支援・ご協力

をお願いいたします。

　ところで、農学部同窓会では、これまで北嶋邦

恵氏に40年余の永きに亙り事務局の仕事を担当し

ていただきました。北嶋氏の献身的な仕事のおか

げで、同窓会は日常業務を滞りなく実施すること

が出来ただけでなく、大きく発展・成長すること

が出来ました。これまでのご尽力に対しまして、

深く感謝をする次第です。永い間、本当に有難う

ございました。なお、北嶋氏の後任として山名あ

い氏を採用しました。山名氏は農学部教務係で勤

務の経歴があり、同窓教官だけでなく、幅広く農

学部教官との面識をお持ちのため、同窓会の仕事

も円滑にこなしていただけるものと期待しており

ます。なお、北嶋氏には、当分の間臨時的な形で、

事務局業務の円滑な引継ぎ業務を務めていただき

ます。

　最後になりましたが、農学部同窓会の益々の発

展と、会員皆様のご活躍とご健勝を祈念して、会

長の挨拶とさせていただきます。

農学部長あいさつ
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　定期総会は、平成30年６月30日（土）の午前11
時より、白兎会館において、総勢51名の同窓生が参
加して開催されました。支部からも合計14支部の同
窓生の方々にご参加いただき（18名）、賑やかな会
となりました。
　開会のあと、林隆敏会長（Ｖ昭35年卒）の挨拶に
続いて、農学部長の田村文男氏（Ａ昭57年卒）より、
農学部の現状に関する説明がありました。
　つぎに、議長選出を行い、議長には北村義信氏（Ｅ
昭46年卒）が選ばれました。そして、北村議長の司
会進行により、報告・協議事項の審議へと入りました。
　まず、能美誠学内副会長（Ｂ昭55年卒）より、平
成28・29年度事業報告が行われました。実施した
事業の概要はつぎの通りです。
⒈　定期総会
　　（平成28年６月25日〈土〉：ホテルモナーク鳥取）
⒉　同窓会会報の発行（第38号・平成29年４月）

※事業計画では第39号も発行予定であったが、
印刷業者の変更に伴う作業の遅れが発生した
ため、第39号は平成30・31年度において発
行予定。

⒊　支部活動等
　　（支部総会：合計22支部、クラス会：22クラス）
⒋　卒業式援助（平成29年3月20日、平成30年3月18日）
⒌　慶弔事（供花：１件、弔電：８件、祝電：１件）
⒍　卒業生・新入生への記念品贈呈（平成28・29年度）
　　〔卒業生〕タオル、昼食、お菓子
　　〔新入生〈学生〉〕携帯電話ストラップ
　　〔新入生〈家庭〉〕同窓会名簿
⒎　優秀学生（学長表彰）への記念品贈呈（平成28・29年度）
⒏　高農資料室の開所

　引き続いて、遠藤常嘉学内幹事（Ｎ平４年卒）よ
り、平成28・29年度会計報告があり、尾谷浩監事（Ａ
昭45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30・31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。
計画している事業の概要はつぎの通りです。
⒈　定期総会（平成30年６月30日〈土〉：白兎会館）
⒉　支部活動の支援
⒊　同窓会会報の発行（第39号・第40号・第41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
７．卒業生・新入生への記念品贈呈
８．農学部創立100周年準備委員会の設置
９．その他

　また、遠藤常嘉学内幹事（Ｎ平４年卒）より、平
成30・31年度予算案について説明がありました。
審議のなかでは、いくつかの質疑応答がありました
が、そのうち今後設置する農学部創立100周年準備
委員会に関しては、委員会の開催に要する経費の支
出方法が議論され、協議の結果、当該経費の支出が
必要となった場合には、予備費を当てることが了承
されました。そして、質疑応答終了後、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（５名）
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。
会　長：林　隆敏（Ｖ昭35年卒）
副会長：
山本光範（Ａ昭48年卒）、山口　享（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）、森本捷昭（Ｂ昭40年卒）、
藤田美奈子（Ｎ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45年卒）、福井清二（Ｖ昭47年卒）、
遠藤常嘉（Ｎ平４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）、
近藤謙介（Ｎ平10年卒）、美藤友博（Bc平20年卒）

　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があり、これまで事務局を担当
していただいた北嶋邦恵氏、および新しく事務局を
担当されることになった山名あい氏からも挨拶のス
ピーチが行われました。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）

総　会　報　告
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農学部同窓会会報

一般会計 平成30年３月31日
〈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 951,609 951,609 0
入会金 2,300,000 2,485,000 185,000 平成28・29年度

一般  3,536,030（565件）／ 新入生  22,320,000（496件）会費 26,746,000 25,856,030 △ 889,970
預金利息 2,391 1,802 △ 589

合　　計 30,000,000 29,294,441 △ 705,559

〈支出の部〉 （円）
科　　目 予 算 額 支出済額 差引残額 備　　考

事務費 200,000 82,929 117,071 事務用品、コピー代等
通信運搬費 400,000 237,277 162,723 電話、郵送、手数料等
会議費 700,000 691,255 8,745 幹事会、役員会
旅費 2,300,000 1,762,967 537,033 支部総会出席旅費
支部援助金 1,500,000 1,320,000 180,000 22支部、22クラス会
賃金 6,000,000 4,640,000 1,360,000 賃金、事務謝金
会報発行費 5,000,000 2,348,510 2,651,490 第38号
慶弔費 100,000 37,814 62,186 供花、弔電料等
卒業援助金 1,600,000 1,253,200 346,800 平成29年３月20日、平成30年３月18日
総会費 700,000 694,484 5,516 平成28年６月25日
支部強化費 1,500,000 920,000 580,000 総会・支部総会出席旅費
広報記録費 1,000,000 791,666 208,334 就職ガイダンス等
記念品費 2,200,000 2,298,672 △ 98,672 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 100,000 489,817 △ 389,817 高農資料室
名簿代 1,500,000 1,500,000 0 新入生買取分
退職積立金 100,000 100,000 0 平成28・29年度
終身会費積立金 4,000,000 5,000,000 △ 1,000,000
高農跡碑移転費 300,000 546,480 △ 246,480 農学部より吉方へ
会費返金分 0 360,000 △ 360,000 退学者（８名）
予備費 100,000 2,787,787 △ 2,687,787 特別功労金、退職金

合　　計 30,000,000 28,562,858 1,437,142
収入済額　29,294,441円　−　支出済額 28,562,858円　＝　731,583円（次年度繰越金）

平成30年３月31日
１．定期総会 平成28年６月25日（土）11時より　ホテルモナーク鳥取

２．会報発行　　　第38号（平成29年４月）

３．支部活動等 【支部総会】22支部
北海道支部（H28. ６） 熊本県支部（H28. ６） 関 東 支 部（H28. ７） 石川県支部（H28. ７） 
山口県支部（H28. ８） 岡山県支部（H28. ８） 沖縄県支部（H28.10） 福岡県支部（H28.10） 
福井県支部（H28.10） 愛知県支部（H28.10） 富山県支部（H28.11） 島根県支部（H28.12）
静岡県支部（H29. １） 香川県支部（H29. ３） 熊本県支部（H29. ６） 関 東 支 部（H29. ６） 
和歌山県支部（H29. ７） 福岡県支部（H29. ８） 福井県支部（H29.10） 沖縄県支部（H29.12） 
静岡県支部（H30. １） 京 都 支 部（H30. ３）

 【クラス会】22クラス
Ａ昭和41年　Ｃ昭和44年　Ｃ昭和53年　Ａ昭和45年　Ｖ昭和31年　Ｂ昭和37年　Ｆ昭和36年
Ｃ昭和43年　Ａ昭和37年　Ｖ昭和33年　Ｆ昭和54年　Ｖ昭和46年　Ｃ昭和38年　Ｖ昭和38年
Ｂ昭和38年　Ｖ昭和43年　Ｖ昭和36年　Ｖ昭和45年　Ａ昭和38年　Ｅ昭和41年　Ｃ昭和41年
Ｅ昭和46年

４．卒業式援助（平成29年３月20日・平成30年３月18日）

５．慶弔事 【供　花】１名
谷口興治氏（Ｅ昭和39年・元副会長）

 【弔　電】８名
川下全功氏（Ｆ昭和39年） 伊藤　清氏（Ｖ昭和26年） 谷口興治氏（Ｅ昭和39年）
大森英夫氏（Ｖ昭和19年） 八木俊彦氏（旧教官） 松田昭美氏（旧教官）
丹松久夫氏（Ｖ昭和26年） 岩藤　泉氏（Ｖ平成２年）

 【開所祝】㈱ラシック

６．卒業生、新入生へ記念品贈呈（平成28・29年度）
　　優秀学生（学長表彰）記念品贈呈（平成28・29年度）

７．高農資料室開所

８．その他

平成28・29年度　会計報告

平成28・29年度　事業報告
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特別会計
（１）基本財産 （円）

科　　目 予 算 額 収入済額 備　　考
前年度繰越金 12,227,508 12,227,508 定期預金
預金利息 2,492 5,182

合　　計 12,230,000 12,232,690

１．総会　平成30年６月30日（土）11時
２．支部活動の支援
３．会報発行（第39・40・41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
７．卒業生、新入生へ記念品贈呈
８．農学部100周年準備委員会
９．その他

一般会計
〈収入の部〉 （円）

科　　目 予 算 額 備　　考
前年度繰越金 731,583
入会金 2,300,000 H30・31年度
会費 26,966,000
預金利息 2,417

合　　計 30,000,000

〈支出の部〉 （円）
科　　目 予 算 額 備　　考

事務費 200,000 事務用品等
通信運搬費 400,000 電話、郵送料
会議費 700,000 幹事会、役員会
旅費 2,000,000 支部出席旅費
支部援助金 1,500,000 支部、クラス会
賃金 6,000,000 賃金（２名）
会報発行費 7,500,000 第39・40・41号
慶弔費 100,000 祝・弔電
卒業援助金 1,400,000 H30・31年度
総会費 700,000 H30年
支部強化費 1,400,000 総会、学生旅費
広報記録費 1,000,000 就職ガイダンス等
記念品費 2,500,000 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 新入生買取分
退職積立金 100,000 H30・31年度
終身会費積立金 2,000,000
予備費 200,000

合　　計 30,000,000

特別会計
（１）基本財産 （円）

科　　目 予 算 額 備　　考
前年度繰越金 12,232,690 定期預金
預金利息 2,310

合　　計 12,235,000

（２）終身積立金 （円）
科　　目 予 算 額 備　　考

前年度繰越金 77,075,019 定期預金
一般会計より 2,000,000
預金利息 24,981

合　　計 79,100,000

（３）退職積立金 （円）
科　　目 予 算 額 備　　考

前年度繰越金 0 定期預金
一般会計より 100,000
預金利息 10

合　　計 100,010

（２）終身積立金 （円）
科　　目 予 算 額 収入済額 備　　考

前年度繰越金 72,044,580 72,044,580 定期預金
一般会計より 4,000,000 5,000,000
預金利息 25,420 30,439

合　　計 76,070,000 77,075,019

（３）退職積立金
〈収入の部〉 （円）

科　　目 予 算 額 収入済額 備　　考
前年度繰越金 1,111,699 1,111,699 定期預金
退職積立金 100,000 100,000 H28・29年度（一般会計）
一般会計より 0 787,787 予備費より
預金利息 301 514

合　　計 1,212,000 2,000,000

〈支出の部〉 （円）
科　　目 予 算 額 支出済額 備　　考

退職金 0 2,000,000
合　　計 0 2,000,000

（４）特別功労金
〈収入の部〉 （円）

科　　目 予 算 額 収入済額 備　　考
一般会計より 0 2,000,000 予備費より

合　　計 0 2,000,000

〈支出の部〉 （円）
科　　目 予 算 額 支出済額 備　　考

特別功労金 0 2,000,000
合　　計 0 2,000,000

平成30・31年度　事業計画

平成30・31年度　予算
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生物資源環境学科

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。本コースの近況に
ついてご報告いたします。
　平成30年11月現在、本コースを担当する教員は次の
ようになります。田村文男教授（果樹園芸学、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
生支援・学友会担当）を、東政明教授（昆虫機能学）はコー
ス代表をそれぞれ昨年度より引き続き務められておら
れます。その他、中秀司准教授（害虫制御学）、野波和
好准教授（農業生産工学、Ｅ昭60年卒）、森本英嗣准
教授（生物生産システム工学）、近藤謙介講師（施設園
芸学、Ｎ平10年卒）、竹村圭弘講師（園芸生産学、Ｍ
平20年修了）、辻渉助教（作物生産学、Ｎ平12年卒）、
佐久間俊助教（植物育種学）、私、大﨑久美子（植物病
害制御学、Ｎ平13年卒）の計11名の教員体制で研究・
教育に取り組んでいます。また平成29年度から学科改
組により、東教授と中准教授が農芸化学コースに、そ
の他の９名が植物菌類生産科学コースにそれぞれ所属
しております。
　本コースでは３月に38名の卒業生と６名の修了生を
送り出しました。卒業生の７割は農業関連などの企業
や公務員に就職し、３割が大学院に進学し、近年の中
では比較的に進学率が高い状況となりました。また、
修了生の殆どが就職しております。現在は、学部３年
生42名、４年生38名が在籍しております。なお現在、
新・旧コースが同時並行して教育・研究を行っており、
学部２年生、修士１、２年生は新コースに分属してお
ります。
　生物生産科学コースとしてあと１年ほどになります
が、本コースの精神である「現場主義」を掲げて、教
員一丸となって益々充実した教育・研究を目指して日々
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、よろしくお願い
申し上げます。

（大﨑久美子・Ｎ平13年卒）

植物菌類資源科学コース

　同窓生の皆様におかれましては、益々ご活躍のこと
とお慶び申し上げます。本コースの近況について報告
させて頂きます。
　本コースは植物と菌類に関する遺伝資源とバイオテ

クノロジーについて学ぶことができる他大学には無い
特徴あるコースであります。その教育コースも13年が
経過し、これまでの９年間で358名の卒業生を、そして、
109名の修了生を育成するに至っております。本コー
スの同窓生におかれましては、同窓生の幅が拡大した
ことについて喜んで頂いていると推察いたします。し
かしながら、当コースの在学学部生は残すところ２学
年（４年生38名、３年生38名）のみであります。殆ど
の学生が各研究室に分属し、卒業論文研究に精力的に
取り組んでいます。卒論研究では卒業された先輩方の
テーマを継続しています。同窓生の方でご都合が許さ
れるのであれば、是非とも卒業した研究室にお立ち寄
り、研究テーマの進展を確認しつつ、後輩たちを激励
して頂ければありがたいです。
　一方、本コースを担当する教員は、これまでと同様、
明石欣也教授（分子細胞生物学）、會見忠則教授（微生
物資源学）、遠藤直樹助教（菌類分類生態学）、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）、早乙女梢准教授（菌類系統学）、田中裕之
准教授（Ｍ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）、松本晃幸教授（Ｃ昭52年卒：菌類遺伝資源学）
そして小職、霜村典宏（Ａ昭62年卒：菌類育種栽培学）
の11人です。社会で活躍できる優秀な学生さんを育成
するため、日夜奮闘しております。
　同窓の皆様におかれましては、これまで多大なるご
支援とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。今後も
引き続きご協力の程よろしくお願い申しあげます。

（霜村典宏・Ａ昭62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。また、平成30年度は
各地で自然災害が多発する年となり、被害に遭われま
した皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　本コースの近況をお知らせ致します。現在、生命・
食機能科学コースには学部４年生32名、３年生34名が
在籍しております。学部４年生は、ほぼ就職や進学な
どが決定し、それぞれ卒業論文の完成を目指して日々
研究に励んでいます。学部３年生におきましては、生
命・食機能科学コースの最後の学年になります。最近、
研究室分属が決定し、各々の興味のある研究に立ち向
かおうとしています。今後、それぞれの目標に向かっ
て努力していく上で、卒業論文研究をはじめ大学生活
で培った様々な経験が活かされるものと思います。
　平成30年度の教育体制をご報告いたします。平成30
年４月より、有馬二朗先生（生命機能化学）が教授に

コーストピックス
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昇任され、益々ご多用な日々を送られております。そ
して、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）、藪田行哲准教授（栄養科学）、岩崎崇准教授（生
体制御化学）、上野琴巳講師（生物活性化学）、美藤（助
教、食品機能学）の９名体制で、コースの教育研究を行っ
ており、優秀な学生を育成するため日々奮闘しており
ます。
　平成29年度の改組により農学部の教育体制と陣容が
大きく変わっており、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
踏み出しております。生命・食機能科学コースとして
残された期間はわずかではありますが、益々充実した
教育の場を作るとともに、教員と学生が一緒になって
生命・食機能科学コースの有終の美を飾るべく精進し
て参ります。同窓会員の皆様には、今後ともご支援を
賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

（美藤友博・Bc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。昨年度から新体制がスタート
しましたが、環境共生科学コースとしては後１年継続
します。この10月に環境共生科学コースとして最後の
研究室分属も無事に終えました。たくさん勉強をして
無事に卒業してくれることを願っています。現在、本
コースは昨年度に引き続き13名の教員で構成しており
ます。
　教員の動きは特にございませんでした。そのため
2019年度の教員体制は、次のようになります。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（水利用学）、齋藤忠臣
准教授（地圏環境保全学）、岩永史子講師（Ｎ平14年卒）、
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（Bs平16年卒、施設環
境材料学）です。最近は、新コースの会議が増えて、
旧コース（環境共生科学コース）の会議は主にメール
のみとなっています。ただ、様々な内容を包括した研
究活動も増えてきており、それぞれの教員は環境共生
科学コース内の教員との連携だけではなく、他コース
や他学部の教員との連携を深めた研究にも取り組んで
おります。
　今後も、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・Bs平16年卒）

フードシステム科学コース

　同窓生の皆様方、こんにちは。お元気でご活躍のこ
とと思います。現在、フードシステム科学コースでは、
昨年同様、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、学科改組により、平成30年４月の２年生のコー
ス分属では、フードシステム科学コースへの分属がな
くなり、フードシステム科学コースの一番若い学年は
３年生となりました。「卒業論文」を履修する３年生は
10月に研究室に分属しましたが、今回がフードシステ
ム科学コース学生の最後の研究室分属となりました。
平成31年４月には、フードシステム科学コース学生は
４年生のみとなります。
　つぎに、副学長の古塚先生は、平成31年３月をもっ
て、定年でご退職されます。古塚先生は1992年に当時
の農林総合科学科経営管理学講座に赴任されて以来、
27年の長い期間にわたって、簿記・会計学や経営学の
教育、シイタケ栽培経営や簿記様式等の研究に従事さ
れただけでなく、学科長、副学長等の要職を歴任され、
農学部や鳥取大学の管理運営にも多大な貢献をしてこ
られました。古塚先生の簿記・会計学の授業から、簿記・
会計学に対して関心を持ち、学修のモチベーションを
高めた学生も多くいます。また、気さくで親切なお人
柄により、多くの教員・学生から慕われてきました。
古塚先生の今後のご活躍とご健勝を祈念してやみませ
ん。
　ところで、フードシステム科学コースにおける学生
と教員の親睦組織である「いなば会」は、会員の「い
なば会」に対する意識の変化やコース再編成等の背景
のなかで、活動の継続が難しい状況となりつつありま
した。そうしたなかで、平成30年５月30日に開催され
たいなば会総会において、平成31年２月をもって活動
を終了し、閉会することが決まりました。関係する同
窓生の皆様方にも、ご理解をいただくことができれば
有難い次第です。どうぞ、よろしくお願いします。
　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：片野洋平准教授

（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、３年生28名、４年生30名が在籍
しています。２年生からは『国際乾燥地農学コース』
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として43名の学生を受け入れ、農業土木系の６名の先
生と地域学部から転籍された３名の先生を加えた、よ
り多様なコースとしてスタートをし始めました。現在
は、新旧コースが入り乱れて、歓迎会やソフトボール
大会などを行っています。
　３年生は、２月に行われた「国際乾燥地農学実習」
において、メキシコとタイでそれぞれ、約１ヶ月間、
海外の農業現場において有意義な実習に励み、貴重な
体験を得ました。また、ウガンダで10 ヶ月間の留学経
験をした学部学生２名と、ヨルダンで１年間の研究生
活を行った修士学生１名が帰国し、海外経験を糧にし、
鳥取での学生生活や研究生活を再始動しています。ま
た新たに、修士学生２名が10月より、約１年間、中国
とヨルダンに行き、それぞれの研究生活を開始してい
ます。
　今年度は、ほとんど４年生が早めに就職活動を終え、
卒業論文などに取り組み、充実した学生生活最後の年
を送っています。それぞれ、実習、留学、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。今後、それぞれ
の目標に向かって努力していく上で、これらの経験が
活かされるものと思います。
　安延久美先生（国際農業開発学）は、副学長（国際
交流推進担当）として益々ご多用な日々を送られてい
ます。また、アスレス先生（国際農業普及学）は、引
き続き、育児休暇のためにお休みですが、４月より復
帰される予定です。そして、山本定博先生（環境土壌学：
Ｃ昭58年卒）、山田智先生（植物栄養学）、西原英治先
生（乾燥地作物栽培学）、衣笠利彦先生（乾燥地緑化保
全学）、遠藤（乾燥地環境資源学）の７名の教員体制で
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・Ｎ平４年卒）

共同獣医学科

　同窓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６年目となり、いよいよ完
成年度を迎えました。来年３月には共同獣医学科から
初めての卒業生が巣立つことから、進学希望者への受
け皿として、来年４月に大学院共同獣医学研究科共同
獣医学専攻（博士課程）が発足する予定です。この共
同獣医学専攻は、鳥取大学大学院と岐阜大学大学院に
それぞれ設置されるもので、これまでの連合獣医学研
究科とは異なり、独自の研究科ができることになりま
す。今後、研究活動が益々発展することを祈りつつ、
鋭意努力してまいります。

　また、学科の教員組織につきましては、共同獣医学
科長に太田利男教授（獣医薬理学）が選出され、学科
の運営に多忙な日々を過ごしておられます。学科内の
人事異動では、獣医臨床検査学教育研究分野の杉山晶
彦准教授が４月に転出され、後任として10月１日付け
で井口愛子講師が着任しておられます。また、神経病・
腫瘍学教育研究分野の東　和生助教が４月１日付けで
准教授に昇任されています。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２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、いかがお過ご
しでしょうか。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。
　センターの職員構成は、教員につきましては昨年度
と変わらず、生物生産部門：近藤謙介講師（Ｎ平10年卒、
施設園芸学、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）、野波和好准教授（Ｅ
昭60年卒、農業生産工学）、そしてセンター長・森林
部門の大住（森林利用学、部門長）の３部門４名となっ
ています。近藤講師は、今年は実習に集中した一年で
した。学部のコース再編に伴い、大きく変わった実習
プログラムの充実に尽力されました。副学長と学生支
援センター長の要職も兼務されておられる山口教授は、
ご多忙な中、様々な課題への取り組みを通して、地域
との連携に努められました。野波准教授は機械化を通
して地域貢献すべく、ラッキョウの調製機の開発に鋭
意取り組んでおられます。大住は、センターの運営と
ともに、教育研究林の設備の維持や実習などの野外教
育プログラムの改訂に取り組みました。
　技術職員につきましては、現在、農場では８名が、
湖山農場における様々な農作物栽培から大塚農場にお
ける梨の系統管理、調査、研究の支援まで幅広い業務
を遂行しています。また蒜山を主とする研究林では２
名が人工林の間伐や実習の運営にあたっています。児
童とその保護者に「食」について学んでいただくこと
を目的とした「FSCあぐりスクール」や一般の方々に
農林業を学んでいただく「FSCあぐりの学びの舎」も
恒例となりましたが、今年も多くの方々からご好評を
いただきました。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
んで参りますので、同窓会員の皆様の一層のご指導と
ご支援をお願いいたします。

（センター長　大住克博）
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動物医療センター

　農学部同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝
のことと存じます。農学部附属動物医療センターの近
況をご報告いたします。
　平成30年12月１日現在の臨床獣医学講座の教員は、
内科学：日笠喜朗 教授、原田和記 准教授（平15年卒）、
辻野久美子 講師、外科学：岡本芳晴 教授、大﨑智弘 
准教授、神経病・腫瘍学：岡本芳晴 教授（兼任）、伊
藤典彦 准教授（兼任）、東　和生 准教授（平22年卒）、
繁殖学：菱沼　貢 教授、西村　亮 助教（平25年卒）、
臨床検査学：竹内　崇 教授（昭61年卒）、画像診断学：
今川智敬 教授、柄　武志 准教授、村端悠介 助教（平
22年卒）、センター専任教員：伊藤典彦 准教授、山下
真路 特命助教（平25年卒）に加えて、10月から臨床
検査学に井口愛子 講師（平23年卒）が加わり、計15
名となりました。この他に、センターのスタッフとし
て動物看護師４名と事務職員３名が勤務しています。
　昨年度のセンターの診療件数は2,839頭、収入額は
約8,900万円でした。昨年度は、自動蛍光免疫測定装置、
臨床化学分析装置、尿管鏡、脳外科手術用顕微鏡、眼
科手術用顕微鏡及び放射線治療装置を導入しました。
今年度は、Ｘ線撮影装置を更新する予定です。
　教育面では、獣医学共用試験（コンピュータを使用
した選択試験vetCBTと臨床実技試験vetOSCE）に合格
した学生（全員合格）が、昨年度は Student Doctor と
して総合参加型臨床実習に参加しました。これらの教
育活動により、広い視野に立って人と動物の架け橋と
なる人材を輩出することは、獣医学教育に携わる者の
責務であると感じており、卒業生の皆様のご協力・ご
援助が不可欠と思っております。今後とも農学部同窓
生の皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げます。

（センター長　菱沼　貢）

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
とお慶び申し上げます。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。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；本年度末で定年退官予定）、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、Ｎ平13年卒）］の５研究部門
14名体制で菌類きのこに関する基礎および応用研究に
取り組んでいます。特に、医農連携プロジェクト“健康

で安全な社会のための菌類きのこ資源の活用推進”にお
いては、8,800株のきのこ類菌株と栽培および天然の
子実体とに由来する抽出物の作製を進め、現在約1,800
サンプルの抽出物ライブラリーを構築しております。
これを探索源として、医薬や機能性食品、ヘルスケア
用品などにつながる生理活性物質の探索を進めていま
す。また、きのこが発する揮発性物質や栽培後の廃菌
床に含まれる成分から、植物病害菌の生育を抑えたり、
病原菌に対する抵抗性を植物に誘導する物質を探索し
たり、また、植物の成長を調節する物質を見出したりと、
新しい安全な農業資材の開発につなげる研究で成果が
生まれています。この様な取り組みによって、きのこ
類資源のさらなる充実とその活用に関する基礎および
応用研究を推進し、“きのこの研究”が鳥取大学の特色
の一つとなるよう一層努力してまいります。
　同窓生の皆様にはこれまでに多大なご支援を賜りま
して厚くお礼申し上げます。今後とも引き続きご支援
とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

（センター長　中桐　昭）

鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

　農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター
は今年、開設12年目を迎えております。2016−17年
および2017−18年と２シーズン続けてH5N6亜型の高
病原性鳥インフルエンザウイルスの国内発生、さらに
本年５月には、中国本土において、H7N9亜型の高病
原性鳥インフルエンザウイルスが出現し、それが横浜
の動物検疫所で中国人渡航者の手荷物から発見される
など、国内外を含めまして、本ウイルスの世界流行は
予断を許さない状況が続いております。
　当センターといたしましては、設置当初より農林水
産省並びに環境省からの協力要請を受け、今年度もま
た引き続き国内を中心とした鳥インフルエンザの疫学
調査、さらには防疫対策に貢献して参りたいと考えて
おります。
　とくに今年度から農水省戦略的プロジェクト「野生
哺乳動物における高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染実験および野生動物の農場周辺水場環境共有状況
調査による家禽への高病原性鳥インフルエンザウイル
ス伝播リスク評価（平成30−32年度）、並びに環境研
究総合推進費プロジェクト「希少鳥類における鳥イン
フルエンザウイルス感染対策の確立」（平成30−32年
度、環境省）を新たに開始し、また、引き続き、北海
道大学人獣共通感染症リサーチセンター特定共同研究

「鳥由来人獣共通感染症の解析」（平成28−33年度、文
部科学省）を実施しております。
　さらには、文部科学省の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」を長崎大学熱帯医学研究所およびベ
トナム国立衛生疫学研究所との共同研究として継続実
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施しています。
　今後も本センターは我が国唯一の鳥類感染症の専門
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ますので、引き続き農
学部同窓会員の皆様方のご支援・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）

共同獣医学教育開発推進センター

　平成25年に岐阜大学･鳥取大学共同獣医学科が誕生
して今年で６年目となりました。「共同獣医学」という
言葉は、鳥取大学農学部同窓会員、とりわけ、獣医学
関係の皆さまにはお馴染みとなりましたでしょうか。
　地理的に離れた（道のりで約350km）鳥取・岐阜両
大学の教員と学生が、同じカリキュラム（すなわち共
同獣医学教育）で、講義や実習を円滑に進めるために
は、もちろん様々な調整や工夫が必要です。共同獣医
学科の設置と同時に開設された共同獣医学教育開発推
進センターでは４人の教員（共同獣医学科教員と兼任）
が、共同獣医係およびシステムオペレータの方々の協
力を得ながら、時間割の編成、教育補助学生の配置、
学生移動型授業プログラムの綿密な準備や段取りなど
を行って参りました。今年度（平成30年度）は、卒業
論文発表会を両大学合同で遠隔講義システムを用いて
初めて行いますので、現在その準備に忙しい最中です

（この原稿は30年11月に執筆しています）。また、授業
法を検証したのち、より良い共同教育法を学科教員に
対して提案もしております。
　さて、本センターは現在全国で８大学（４組）が展
開している共同獣医学教育課程の中で唯一の機関です。
本センターの使命は、両大学が有する教育力と研究力
を結集し、共同獣医学教育の開発と推進に資すること
です。この使命のもと、両大学が展開する共同獣医学
教育を円滑に実施し、両大学の学生や教員を結束させ
る役割を、本センターはこれからも積極的に担ってい
きたいと考えています。加えて、これまでの６年間の
活動を通して蓄積してきた共同獣医学教育の有益な情
報・ノウハウを、本センターが国内外の獣医系大学や
共同教育を実践している多くの教育機関に向けて、広
く発信・提供したいと考えております。
　いよいよ、来年（平成31年）３月には、共同獣医学
科から初めての卒業生を世に送り出します。今年度は、
共同獣医学教育の意味と意義が改めて問われる１年と
なりそうです。今後とも皆さまからの本センターに対
する、あたたかいご支援・ご指導をたまわりますよう、
よろしくお願い申し上げます。

（センター長　保坂善真）

乾燥地研究センター

　皆様、いかがお過ごしでしょうか。当センターでは、
安田准教授が昨年度末で定年を迎えられ、また、Amin
助教が任期満了により退職され、定員削減により補充
もままならず、寂しくなりつつあります。一方、昨年度、
坪　充さんが南アフリカから教授として戻られ、また、
ドイツの研究所で働いていた石井孝佳さん（Ba平20年
卒）が講師として着任し、活気づけてくれています。
農学部卒のセンター教員は私（Ｎ平５年卒）以来のこ
とです。国際乾燥地研究教育機構の北村先生（Ｅ昭46
年卒）に加え、農学部を定年退職された藤山先生にも
特任教授として書籍の執筆や編集など勤しんで頂いて
おります。 
　研究プロジェクト面での大きな動きとしては、JST-
JICAの「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラ
ム（SATREPS）」に辻本教授を研究代表者として応募し
た「スーダンおよびサブサハラアフリカの乾燥・高温
農業生態系において持続的にコムギを生産するための
革新的な気候変動耐性技術の開発」が採択されました。
これで一昨年度から開始したエチオピアに加え、２つ
のSATREPSに専任教員わずか11名の当センターが取り
組むことになりました。当然、農学部の先生方のお力
添えなしにはうまくこなせません。 
　昨年は「ブラタモリ」で取り上げて頂き、久々に全
国の茶の間に当センターの名が伝わりました。これを
機に一人でも多くの学生が鳥取大学農学部、そして修
士課程の国際乾燥地科学専攻を志してくれることを
願っております。 
　休日には昨年度リニューアルオープンした乾燥地学
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）

ニューフェイス

共同獣医学科
講師　　　　　井口　愛子（Ｖ平23年卒）

　平成30年10月より鳥取大学農学部共同獣医学
科獣医臨床検査学教室に着任いたしました井口
愛子と申します。鳥取大学を卒業後、２つの大
学を経て母校に戻ってまいりました。学生時代
に出会った研究テーマである犬バベシア症とい
う感染症をテーマに研究をしております。これ
までの経験を活かし、学生の教育ならびに自身
の獣医学の知識、技術の向上に精進したいと思っ
ております。今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。
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支部だより

北海道支部

山下　和人（Ｖ昭62年卒）

　2018年６月３日（日）、札幌市で第15回北海道支部
総会が開催された。総会には、特別会員１名、会員11名、
そして本部から竹内崇教授（Ｖ昭61年卒）が出席した。
種池哲朗支部長（Ｖ昭40年卒）が議長に選出され、幹
事 山下和人（Ｖ昭62年卒）から２年間の事務および会
計報告、また監事 秋本高明（Ｂ昭57年卒）および小野
智昭（Ｖ昭41年卒）から会計監査報告があり、いずれ
も承認された。次に、事務局から次期総会（2020年６月）
までの活動計画および新規予算が提案され、これらの
案件も承認された。今後２年間の役員として、現役員
の支部長 種池哲朗（Ｖ昭40年卒）、副支部長 澤向 豊（Ｖ
昭43年卒）、監事 秋本高明（Ｂ昭57年卒）、監事 小野
智昭（Ｖ昭41年卒）、および幹事 山下和人（Ｖ昭62年
卒）が再任された。なお、本支部で把握している会員
数は、2018年６月現在、特別会員８名および一般会員
68名（農学科３名、農芸化学科５名、林学科８名、農
業工学科５名、農業経営学科３名、農林総合科学科４名、
生物資源環境学科３名、および獣医学科37名）である。
　議事終了後、竹内教授から母校の近況説明があった。
旧高農校舎で青春の日々を送られた先輩方、湖山キャ
ンパスへの大学移転をお手伝いされた先輩方、そして
湖山キャンパスしか知らない世代が、北の大地で鳥取
大学農学部の歴史を振り返り、母校への思いを一つに

した。懇親会では、竹内教授が持参された“強力”を飲
み交わしながら、久しぶりに顔を合わせた会員同士で
在職あるいは在学中の思い出話しに花を咲かせた。古
参、新参、相交わって交流を深め、２年後にまた元気
な姿で再会することを約束した。

石川県支部

玉村　壮太（Ｎ平10年卒）

　石川県支部（会長：黒坂正光、Ｖ昭55年卒）には、
現在、計61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30年７月25
日に「平成30年度支部同窓会」を開催しました。
　支部同窓会には、会員13名が出席し、盛大に開催い
たしました。
　支部同窓会は、黒坂会長のご挨拶と乾杯のご発声に
続き、長谷川和久氏（Ｃ昭40年卒）から、農学部の動
向や2021年に農学部創立100周年記念事業へのご協力
依頼などのお話をお聞かせいただきました。
　懇親会では、出席した会員の近況報告を含め、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

杉本　雅和（Ｃ昭61年卒）

　平成30年10月13日（土）、平成27年度以降、毎年開
催されている福井県支部同窓会を「炭火ステーキキッ
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チン＆バル」（福井駅東口アオッサ内）で開催しました。
本部よりご多忙の中、生命環境農学科助教の美藤友博
先生にご参加をいただき、出席者13名での開催となり
ました。
　定時総会に先立ち、出席者全員で昨年12月にお亡く
なりになられた阿部利信様（機械昭53年卒）の黙祷の
のち、多田憲市会長（Ｖ昭38年卒）が挨拶され、平成
29年度の事業報告および会計報告など議事は滞りなく
進められました。
　美藤先生からの鳥取大学の近況報告につきましては、
鳥取大学農学部が2021年度に開学100周年を迎えるに
あたって、大学と同窓会が一体となった行事を予定さ
れていることなどのお話をお聞きでき、大変実りある
ものとなりました。
　また、本部総会に出席された岩佐勢市様（Ｂ昭46年
卒）からの報告、最長老の宮澤清様（Ａ昭20年卒）の
挨拶、小谷克朗様（Ｆ昭33年卒）の乾杯でスタートし
た懇親会では出席した会員の自己紹介や近況報告を行
い、当時の思い出話など年齢や学科を超えた歓談が行
われ、稲田弘毅様（Ｖ昭35年卒）の中締め、安部嘉幸
様（Ｂ昭35年卒）には閉会の挨拶で締めていただきま
した。
　今回は、「福井しあわせ元気大会（全国障害者スポー
ツ大会）」の開会式と重なったこともあり少人数の参加
でしたが、次年度に向けより参加者が増えるよう、若
手を中心とした呼びかけを行っていかなければと感じ
ました。

愛知県支部

成瀬　敏弘（Ｃ昭57年卒）

　平成30年10月27日（土）正午から第21回鳥取大学
農学部愛知県支部同窓会（愛知砂丘会）が、名古屋の
アイリス愛知で開催されました。
　出席者が14名と例年に比べて大変少ない人数となり
ました。その中で、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。
本年度より、支部長として成瀬敏弘が選出されました。
　その後、全員で写真撮影を行い懇親会へと進みまし
た。懇親会は、近藤俊雄（Ｅ昭32年卒）の乾杯の音頭
により始まり、和やかな酒席が始まりました。
　本部よりお越しいただいた共同獣医学科の東和生准
教授（Ｖ平22年卒）から現在の鳥取大学農学部の組織
や体制など資料を基に詳しい説明がありました。時代
の移り変わりとともに農学部の発展のために模索しな
がら頑張っている気がしました。例年より少ない参加
者でしたが、懇親会では近況報告や学生時代の思い出
などに盛り上がり、和気あいあいと楽しいひと時を過
ごすことができました。
　最後に、今回は今までと違い昼間に行いましたが、
仕事や行事等で出席できない人が多く、２年後の開催
時にはすこしでも多くの人に参加してもらえるように
役員一同知恵を出し合っていきたいと思います。

京 都 支 部

片岡　光信（Ａ昭50年卒）

　京都支部第14回総会は、平成30年３月３日（土）に
恒例となっています京都駅近くのホテルセントノーム
京都で開催いたしました。出席者は、会員22名と同窓
ではありませんが、いつも出席していただいています
鳥取大学名誉教授　服部九二雄先生の23名でした。
　また、本学からは、農学部附属フィールドサイエン
スセンター講師で同窓会本部常任幹事の近藤謙介先生
に出席していただきました。
　先生からは、本学の近況や今後の状況について、御
説明いただきました。昔の６学科の単純な組織とは異
なり複雑な時代になったなと感じてしまいます。それ
だけ農業や社会の置かれている状況が複雑になってき
たのだと思います。
　総会では、物故者の紹介があり、黙祷を捧げました
が、いつも出席していただいていた先輩の名前もあり、
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非常に残念な気持ちになりました。
　平成28年６月25日に行われました本部同窓会総会当
日の日本海新聞（旧鳥取高農の校舎の写真入りの記事）
を資料に添付したところ、吉方で学生生活をおくられ
た先輩方は非常に懐かしそうに見ておられました。
　それから話は、100周年記念のことになり、支部か
らバスをチャーターして本学の記念行事に参加しよう
という話が出ました。なお、近藤先生からは、現在農
学部では学部70周年のことが主に議論されていますと
のことでした。いずれにしましても、またとない機会
ですので支部としても、本部にできる限り協力しよう
と考えていますので、どうかよろしくお願い申し上げ
ます。
　それから、前回は現役の学生さんが２名出席してい
ただき、学生の生の声を聞くことができ非常によかっ
たと思います。今回も、声かけをしていただいていた
とのことですが、直前になりキャンセルとなったよう
です。今後とも現役学生の出席につきまして、御配慮
いただきますようお願い申し上げます。

福岡県支部

小野　　裕（Ａ昭55年卒）

　平成30年度も台風、水害、地震等災害が多発しまし
たが、同窓生の皆さんにはお変わりなくお過ごしでしょ
うか。
　さて、福岡県支部では近年初秋に総会を開催してい
ます。30年度は９月８日（土）に福岡市の繁華街「中洲」
にほど近い西中洲の老舗水炊き屋「芝」で開催しました。
本部からは古塚副学長にご参加を賜り、また、平成21
年卒の佐々木優さんが初めて参加されるなど総勢20名
での開催となりました。
　総会は、麻生支部長（Ｅ昭44年卒）のあいさつの後、
会計報告・役員紹介など議事は滞りなく進められまし
た。その後、古塚副学長からは、大学の主な取り組み
と組織改編についての説明をいただきました。特に、
新しくなったコース名については参加した多くの方が
昭和40 ～ 50年代卒なのでピンと来ていない模様でし
た。
　懇親会では、博多名物の水炊きに舌鼓を打ちつつ、
本部から差入れをいただいた「強力」も加わり、ここ
あそこと車座になり大いに話が盛り上がっていました。
　また、懇親会の最後に、平成29年７月の「九州北部
豪雨」でご自宅が被災された奈須さん（Ｂ昭54年卒）
から自宅再建中とのお話があり、参加者全員大きな勇

気をいただきました。
　次年度も開催する予定ですので、皆さんのご参加を
お待ちしています。

熊本県支部

青山　昌充（Ｅ昭61年卒）

　鳥取大学農学部同窓会　熊本県支部総会を平成30年
10月13日土曜日、午後３時よりKKRホテル熊本にて実
施しました。本来は７月の予定でしたが、豪雨により
開催はとても不可能となり、準備をしなおしやっと開
催できました。この時期は忙しい方も多く、さらには、
幹事である私が入院する羽目となり、大変迷惑をかけ
たなか、それでも16名集うことができ、大感動です。
　今回のために同窓会県支部の規約を作り直したり、
判子と通帳を新しいものに変えたり、いろいろ新しい
取り組みも行ってきました。若い方も多く参加くださ
るようになり、行動は実ってきていると思えます。年
に一度の会ですが、有意義にかつ楽しく過ごせるよう
もっともっと努力していきたいです。
　さて、総会には近藤先生を鳥取からお招きして、大
学の近況や最近の生徒のこととか、お話しいただき、
自分たちの時代からかなり変わったなあと、改めて感
じました。会計報告、今後の予算計画等話を進め、総
会は無事終了。その後、まだまだ地震の傷跡が大きい
熊本城をバックにみんなで写真撮影後、歓談に入ります。
　その中で毎年恒例の近況報告会を行いました。これ
だけでゆうに１時間はかかったのではないでしょうか。
感心したり失笑したり、初めて参加いただいた方にも、
楽しく過ごしていただけたと思います。アットホーム
なひと時でした。積もる話とおいしいお酒。そして、
法被を着て、みんなで歌う高農の校歌と啓成寮寮歌、
これがないとこの会は終われません。新しい元号の元
でも盛会となりますことを祈念いたします。
　乱文にてすみませんでした。
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沖縄県支部

庄野　雪菜（Ｖ平26年卒）

　沖縄県支部総会は、平成29年12月16日（土）の夜、
那覇市内「平家亭」において、近藤謙介講師（Ｎ平10
年卒）を迎えて行われました。今年は冬の雨の降る中
開催となりましたが、先輩方も開催日を忘れることな
く無事開催することが出来ました。今年も会員の近状
報告、大学の近状報告等、記念写真撮影等が行われ大

いに盛り上がった総会になったと思います。今年度の
参加者を記します（順不同・敬称略）。
池田光男（Ｆ昭29年卒） 知花　健（Ｖ昭34年卒）
又吉宗慶（教育学部社会昭35年卒）
平良　弘（電気昭45年卒） 松川善昌（Ｖ昭49年卒）
高畠幸司（Ｆ昭55年卒） 多嘉良功（Ｖ昭59年卒）
谷口真吾（Ｆ昭63年卒） 山城　篤（Ｎ平４年卒）
下地秀作（Ｖ平６年卒） 上原　修（Ｎ平７年卒）
玉城　晃（Ｎ平７年卒） 庄野雪菜（Ｖ平26年卒）

クラス会だより
前号第39号にて「獣医学科昭和38年卒」井嶋龍男
氏とありましたが、正しくは「農学科昭和38年卒」
です。お詫びして訂正し、再度掲載させていただ
きます。

農学科　昭和38年卒

井嶋　龍男

　「井嶋君やり直し」担当教官の大声が響き渡る。
農場実習での田の草取り、今日はどのパチンコ店に行
こうかなどと考えていたのに…。
　あれから55年も経ったのかと今更ながら思う。
　昨秋同窓会の援助を頂いて節目の会を鳥取で開いた。

４年前は津川保次郎君の世話で厳島神社でお祓いをう
けるなど、我がクラスはおおむね４～５年周期で顔を
会わせてきた。
　懇親会ではウォーキングや家庭菜園で健康保持に努
めている者が大半で、中にはこの前まで専門学校で講
義していた者、スイカなどをＪＡに出荷している百姓
家、さらには放置自転車の追放など地域の美化活動に
精をだしている者など、活躍している報告もあった。
　翌日は吉方校舎を見学したが、正面右側には学部長
室があって、左は学生課、２階は教室だったなーなど
と話がはずんだ。それにしてもＩＴ企業LASSICさんに
は心こもった対応と校舎管理に感謝。
　その後砂の美術館、砂丘研究室へ移転された門柱な
どを見て賀露で昼食後散会。
　振り返ってみれば授業も結構サボっていて余り勉強
した覚えがないし、夜の街で少々羽目を外しても「高
農の学生さん」で大目にみてもらったように思う。良
き時代だった。
　次回も傘寿の祝いを徳島で開く予定。
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獣医学科　昭和38年卒（Ｖ34学級クラス会）

小林　鋼司

　我らがクラスは、毎年各県持ち回りでクラス会を開
催していますが、今年は兵庫の担当で平成30年４月10
日～ 11日の日程で、赤穂御崎温泉で開催しました。
　せっかく他府県から来席いただくので、桜の季節が
良いともくろみ、当日を設定しましたが、暖冬とやら
で見事に予想が外れ、満開はとうにすぎてしまってい
ました。
　出席者は夫婦同伴４組８名、単身者11名で、例によっ
て、懇親会では昔話に花が咲き、和やかなひとときが
瞬く間に過ぎ、二次会では幹事室に集合して、幹事特
製の梅酒５年ものをはじめ、兵庫の銘酒を飲み比べ、
話の続きで盛り上がりをみせ、夜のふけるのも忘れる
ほどでした。
　翌日は赤穂義士ゆかりの大石神社を参拝し、宮司か
ら義士にまつわる話を聞き、しばし元禄時代をしのび
ました。
　次に世界遺産となっている姫路城に足を伸ばし、天
守閣へと登城しました。登下城の間いろいろな遺構や
言い伝えなど、見聞を広めました。
　次回は福井県担当で開催することを決め散会しまし
た。

農学科　昭和51年入学

 三
み

宅
やけ

　律
のり

幸
ゆき

　さて、私どもＡ昭51年入学の同級会を平成30年10
月７日（日）正午から鳥取市末広温泉町の白兎会館で
開催しました。卒業後３回目の同級会で、前回は平成
18年10月８日（日）に白兎会館で開催し、今回は12
年ぶりの同級会となりました。
　参加者は、同級生18名、奥様２名、先生５名の総勢
25名となり、盛大に開催することができました。参加
して下さった同級生と先生には心から感謝いたします。
また、出席頂いた木下先生（Ａ昭25年）、小原先生（Ａ
昭28年）、田 先生（Ａ昭43年）、尾谷先生（Ａ昭45年）、
中田先生（Ａ昭49年）は、全員が学科の先輩という会
となりました。
　私たちも入学以来すでに42年が過ぎ、久しぶりに会
う友人の変わり様（ほぼ想像通りの陰の声あり<(_ _)>）
や変わりなさ（この人はどうしていたのでしょうね？
冬眠していたのかな。）に驚きの声を上げていましたが、
しばらくすれば以前のように和気藹藹と歓談すること
ができました。懐かしい先生方も出席して頂き、閉会
後も二次会のカラオケで楽しく過ごすことができまし
た。
　なお、所用のため出席できなかった内田、持田の両
君からは、地元島根のお酒を会場まで送って頂きあり
がとうございました。みんなで美味しく頂きました。
　次回は４年後の約束ですので身体に気をつけて、今
回は用事で欠席の同級生も是非参加して下さるようお
願いします。
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　平成30・31年度事業計画に盛り込まれた「農学部
100周年記念事業準備委員会」の第１回会議を平成30
年11月12日（月）に開催しました。農学部100周年記
念事業は、東京オリンピックの翌年となる2021年に実
施される予定です。今回初めて開く会議のため、農学
部同窓会幹事会のメンバー（会長、副会長、学内幹事）
に参集していただき、農学部100周年記念事業準備委
員会の立ち上げと致しました。会議のなかでは、1991

年（平成３年）に開催された鳥取大学農学部70周年記
念事業の実績も参考としながら、農学部との連携、今
後のスケジュール、農学部同窓会からの経済的支援等
について意見交換を行いました。今後、農学部と密接
に連携をはかりながら、100周年記念事業の実施体制、
事業内容や同窓会からの支援内容を協議検討していく
ことになります。

（能美　誠・Ｂ昭55年卒）

　会員の皆様におかれましては、益々ご活躍のこ
とと存じます。
　本年は豪雨や地震等自然災害が多発しました。
このたび被害にあわれた方々に心よりお見舞い申
し上げますとともに、会員の皆様の安全と被災地
の１日も早い復興をお祈り申し上げます。
　事務局後任の山名あいと申します。今年度４月
より事務局で勤務させていただくことになりまし
た。４月以降、事務局の電話やメールには「（前任

の）北嶋さんはいつ出て来られる？」「今日は何時
に出勤だ？」等々のお問い合わせが多々あり、全
国各地からの感謝と激励のメッセージが後を絶ち
ません。私自身、ただただ身の引き締まる思いで
す。至らぬところも多々あるかとは思いますが、
少しでも皆様のお役に立てますよう努めてまいり
ますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。

同窓会事務局　山名 あい

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　　TEL 0857−28−9262

農業経営学科（砂梨湖会）　昭和53年卒

　私たち、農業経営学科、昭和53年卒業生は卒業前に
何かこのクラスにふさわしい名前をつけようと検討の
結果、鳥取また鳥大に縁のある物、砂丘の「砂」、袋掛
けを実習した「梨」、鳥大の横にある湖山池の「湖」の
文字をつなげ「砂梨湖会、さりこかい」と名付けました。
　そして、去る10月20日、５回目となる同窓会を地元
開催いたしましたところ、尾崎先生、藤井先生をお迎
えし、18名の参加者でにぎやかな一夜をすごすことが
できました。また、翌日には藤井先生と共に鳥大の構
内を散策し、樹木の成長に目を見張り、40年という長
さを実感した次第です。その後下宿先を訪れる人や賀
露にお土産を求める人など思い思いに、また次回の名
古屋での再会を誓って解散となりました。
　実はこの同窓会は、最初７月７日に計画していたも
ので七夕の再会となるはずが、大雨により開催不能と
なった経緯があり、ホテルモナーク鳥取さんのご厚意

に感謝しながらの２度目の計画で実現し、幹事一同と
してはほっとした次第です。
　最後になりましたが、この度の同窓会には地元開催
とのことで、農学部同窓会より多額の助成金を頂き、
大変助かりました。この場をお借りして厚く御礼申し
上げます。

砂梨湖会同窓会幹事

農学部100周年記念事業準備委員会の開催

事 務 局 だ よ り


