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冬の大山・撮影：本名

あ

い

さ

つ

俊正

ルス問題の発生により、同窓会活動にも大変大きな
影響が生じております。同窓会にとって苦難の日々
が続きますが、一日でも早くこの問題が終息して、

農学部同窓会会長

林

隆

同窓会活動が通常の姿に戻ることを心から祈念する
次第です。

敏

なお、役員会については、３密問題に配慮しなが

平素より、会員の皆様方には農学部同窓会の運営

ら、令和２年５月22日（金）に白兎会館において開

に対しまして多大なご協力・ご支援を頂戴しており

催しました。そこでは、平成30・31年度の事業・会

ます。ここに、厚く感謝を申し上げます。さて、今

計報告、令和２・３年度事業計画案・予算計画案の

年２月頃から、新型コロナウイルスの問題が大変大

審議のほか、農学部創立百周年記念事業に対する同

きく取り上げられるようになりました。農学部同窓

窓会の支援、等について審議を行いました。百周年

会におきましても、令和２年６月に定期総会の開催

記念事業に関しては、鳥取大学農学部創立百周年記

を予定しておりましたが、残念ながら定期総会は来

念事業委員会で記念講堂の建設や記念式典の開催を

年度に延期する判断をさせていただいた次第です。

中心事業として行うことが決まり、それを受けて同

このため、現在の役員の方々には、来年開催予定の

窓会としてもその取り組みを支援していくことが全

総会まで、その任期を延長させていただくことに致

主な目次

します。いろいろとご迷惑をおかけしますが、ご了
解のほど、どうぞよろしくお願い致します。また、

会長あいさつ���� １ コーストピックス�� ６

各支部におきましても、支部総会の延期等、活動の

農学部長あいさつ�� ２ 支部だより����� 11

自粛が行われているものと拝察致します。このよう

役員会報告����� ３ クラス会だより��� 13
ニューフェイス��� ５

に、昨年には予想もしていなかった新型コロナウイ
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鳥取大学農学部は令和３年に創立百周年を迎えま

会一致で承認されました。
ところで、令和元年10月12日（土）には、ホーム

すが、あいにく新型コロナウイルスの問題が発生し

カミングデーの行事として、鳥取大学学友会主催の

たため、記念事業も１年延期する形で準備を進めて

卒業生による講演会が行われました。昨年度は、農

いくことになりました。農学部同窓会としましても、

学部同窓会が講演者を選出する順番であったため、

農学部と緊密な連携のもとに、創立百周年記念事業

農学科昭和52年３月卒業で、植物分子生物学の分

の実施を支援して参ることにしております。農学部

野で世界的に非常に優れた研究成果をあげてこられ

は創立百周年という非常に大きな節目を迎えますの

た静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府教授で

で、会員の皆様方にも、物心両面で多大なご支援・

前副学長の小林裕和先生をお招きして、
「若者よ世

ご協力をお願いできれば大変幸甚に存じます。

界に羽ばたけ！―鳥取大学で築いた植物への探求

最後になりましたが、農学部同窓会の今後さらな

心―」という演題で記念講演を行っていただきまし

る発展と、会員の皆様方の今後ますますのご健勝と

た。小林先生にはこれまでの研究活動を熱く語って

ご活躍を祈念しまして、会長の挨拶とさせていただ

いただき、参加者は小林先生の話に深く聞き入って

きます。

いました。

農学部長あいさつ

思いを伝えることができました。また、農学部創立
百周年事業についても紹介させていただきましたとこ
ろ、卒業生は皆本事業への期待を膨らませておりまし

農 学 部 長

霜

村

典

た。また、卒業時の記念撮影場所として農学部棟の中
庭にある、同窓の広場を設定させていただきました。
その同窓の広場は、鳥取高等農業学校校舎の門と初
代校長山田玄太郎先生の銅像があり、鳥取大学農学
部の歴史と伝統をしみじみと感じることができる素晴
らしい場所であります。学位記や記念品を受け取った
卒業生らは同窓の広場に集まり、高農の門や山田玄太
郎先生の銅像をバックに記念撮影をして賑わっており
ました。例年でありますと、湖山キャンパス外の会場
で実施していますので、同窓の広場で記念撮影するこ
とはほとんどありませんが、今回は、鳥取大学農学部
の永い歴史と伝統、そして同窓の広場と同窓会の存在
を再認識できた学位記伝達でありました。
一方、昨年も申し上げましたが、鳥取大学農学部の
百年にわたる永い歴史と伝統を祝うべく、同窓会関係
者と記念式典等の準備を進めているところでございま
す。その百周年の事業としては、記念式典の開催、さ
らには記念となる建物の建築等を日夜検討していると
ころでございます。しかし、新型コロナウイルスの感
染が危惧され、様々なイベントの自粛が余儀なくされ
ている中、記念事業を強行することは不適切であると
思われました。そこで、同窓会長をはじめ関係者と協
議し、本事業を延期せざるを得ないという結論に至り
ました。今後、新型コロナウイルスの影響等を注視し
ながら、在校生や卒業生の母校愛が育まれる記念事
業を、適正な時期に開催したいと切に願っております。

宏

農学部同窓会の皆様におかれましては、益々ご清栄
のこととお慶び申し上げます。また、日頃より農学部
の活動に多大なご援助とご協力を頂いております事を
心から御礼申し上げます。昨年度より農学部長を拝命
いたしました霜村でございます。微力ではありますが、
鳥取大学農学部の発展のために努力していく所存で
ございます。
さて、皆さんよくご存知の通り、昨年度末より、新
型コロナウイルスが国民の生命や生活に甚大な影響を
与えており、大問題となっています。その様な中、鳥
取大学農学部の教育や学生生活も例外ではなく、甚
大な影響を受けています。予定していました卒業式で
ありますが、中止となり、その代わり農学部の建物内
でひっそりと記念撮影と学位記伝達をとりおこないま
した。一方、卒業式の中止のみならず、謝恩会や送別
会等も全面的に自粛し、卒業生の門出をお祝いするこ
とができませんでした。大変残念極まりない状況下で
ありました。しかしながら、残念なことばかりではあ
りませんでした。それは、卒業時に鳥取大学農学部同
窓会を再認識することができたことであります。卒業
式の代わりに実施した学位記伝達は、大人数を避ける
ため35～40名のコース単位で実施しました。少人数単
位でありましたので、全ての卒業生一人一人に、鳥取
大学農学部の永い歴史と伝統について熱く強調して、
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役

員

会

報

告

令和２年５月22日（金）18時より、白兎会館にお
いて、27名の参加者のもと、同窓会役員会を開催し

（８）
「鳥取大学農学部創立100周年記念事業準備委
員会」の設立。

ました。今年は、新型コロナウイルス問題の発生を
受けて、いわゆる３密状態を避けるための措置を施
して開催するという異例の役員会となりました。

（９）その他
つぎに、平成30・31年度会計報告（別資料参照）
と監査報告が行われ、審議の結果、事業報告、会計

会議では、林隆敏会長の挨拶および霜村典宏農学
部長の挨拶のあと、まず平成30年・31年度事業報告
が行われました。事業内容は以下の通りです。

報告ともに承認されました。
その後、令和２・３年度事業計画案と予算案の説
明が行われました。事業計画案はつぎの通りです。

（１）定期総会
平成30年６月30日（土） 午前11時～
〔場所：白兎会館〕

（１）総会の開催（令和３年６月予定）
（２）支部活動の支援
（３）会報発行（第42号・第43号）
（４）終身会費の推進および会費納入の向上

（２）会報発行
第39号（平成30年10月）
第40号（平成31年３月）
第41号（令和元年12月）
（３）支部活動等
支部総会：合計21支部
クラス会：合計15クラス
（４）慶弔事
祝電：２件 作野友康氏（F昭和37年卒）
山口 亨氏（C昭和31年卒）
弔電：８件 幅田信一郎氏（A昭和48年卒）
今滝憲哉氏（V昭和36年卒）
中野省三氏（V昭和34年卒）
渥美美喜雄氏（V昭和35年卒）
秋山正尊氏（V昭和47年卒）
竹原清泉氏（F昭和36年卒）
衣川 誠氏（V昭和31年卒）

（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）優秀学生への記念品贈呈
（９）農学部創立100周年記念事業準備委員会活動
（10）その他
なお、予算案については別紙を参照してくださ
い。そして、審議の結果、令和２・３年度の事業計
画案と予算案は承認されました。
また、事業計画案とも関連しますが、新型コロナ
ウイルス問題が発生したため、令和２年６月に開催
を予定していた定期総会を令和３年６月（予定）に
延期する案が審議され、これも承認されました。
最後に、鳥取大学農学部創立百周年記念事業につ
いて、①農学部創立百周年記念講堂の建設、②記念
式典・記念講演会・祝賀会の開催、③募金活動の実
施（目標１億円）という基本方針が提案され、審議

小松ひな氏（生命環境農学科２回生）
（５）卒業式援助
卒業式（平成31年３月18日および令和２年３月18
日）に卒業生へ軽食（サンドウィッチ）を提供。

の結果、基本方針が承認されました。なお、農学
部創立百周年記念講堂については、建設後にランニ
ングコストがかなりかかる心配があるため、その点
は大学側と協議をしてほしい旨の意見も出されまし

（令和２年は学位記伝達）
（６）卒業生および優秀学生（学長表彰学生）への記
念品贈呈（平成30年度および平成31年度）。

た。
ところで、例年であれば役員会終了後には懇親会
が開催されますが、今年は新型コロナウイルス問題

（７）学部優秀学生（在学生）への記念品贈呈
学部優秀学生表彰式（平成30年６月25日および令
和元年６月13日）で、優秀学生に図書カードを贈呈。

に対処するため、懇親会は開催せず、参加者は役員
会終了後に会場をすぐ後にする寂しい会となりまし
た。
（能美
誠・B昭55年卒）

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。
E-mail : dousou@toridai-nougakudousou.com
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平成30・31年度事業報告
１．定期総会
２．会報発行

令和２年３月31日
４．慶弔事
【祝電】２名
作野 友康氏（F昭和37年卒）
山口
享氏（C昭和31年卒）
【弔電】８名
幅田信一郎氏（A昭和48年卒）
今滝 憲哉氏（V昭和36年卒）
中野 省三氏（V昭和34年卒）
渥美美喜雄氏（V昭和35年卒）
秋山 正尊氏（V昭和47年卒）
竹原 清泉氏（F昭和36年卒）
衣川
誠氏（V昭和31年卒）
小松 ひな氏（生命環境農学科２回生）
５．卒業式援助
平成31年３月18日、令和２年３月18日
６．卒業生へ記念品贈呈 平成30・31年度
優秀学生（学長表彰）記念品贈呈
平成30・31年度
７．在学生へ学部優秀学生記念品贈呈
平成30年６月25日、令和元年６月13日
８．
「農学部100周年記念事業準備委員会」設立
９．その他

平成30年６月30日（土）11時より
白兎会館
第39号・・平成30年10月
第40号・・平成31年３月
第41号・・令和元年12月

３．支部活動等
【支部総会】21支部
北海道支部（H30.６） 関 東 支 部（H30.７）
石川県支部（H30.７） 福岡県支部（H30.９）
熊本県支部（H30.10） 福井県支部（H30.10）
愛知県支部（H30.10） 香川県支部（H30.11）
富山県支部（H30.11） 沖縄県支部（H30.11）
島根県支部（H30.12） 静岡県支部（H31.１）
熊本県支部（R１.６） 関 東 支 部（R１.７）
和歌山県支部（R１.７） 山口県支部（R１.８）
福岡県支部（R１.８） 福井県支部（R１.11）
沖縄県支部（R１.11） 静岡県支部（R２.１）
京都府支部（R２.３）
【クラス会】15クラス
E昭和37年卒 B昭和53年卒 A昭和51年入
C昭和40年入 E昭和43年入 A昭和37年入
F昭和36年入 E昭和43年卒 A昭和56年卒
B昭和54年卒 B昭和44年入 A昭和49年卒
C昭和42年卒 C昭和33年入 C昭和45年入

平成30・31年度会計報告

令和２年３月31日

一般会計
＜収入の部＞

（円）
予 算 額
731,583
2,300,000
26,966,000
2,417
30,000,000

収入済額
731,583
2,665,000
27,065,350
252
30,462,185

差引残額

0
365,000
99,350
△ 2,165
462,185

備

考

平成30・31年度（533件）
一 般
3,125,350（290件）
新入生 23,940,000（532件）




科
目
前 年 度 繰 越 金
入
会
金
会
費
預
金
利
息
合
計

＜支出の部＞
科
目
事
務
費
通 信 運 搬 費
会
議
費
旅
費
支 部 援 助 金
賃
金
会 報 発 行 費
慶
弔
費
卒 業 援 助 金
総
会
費
支 部 強 化 費
広 報 記 録 費
記
念
品
費
学科コース援助金
備
品
費
名
簿
代
退 職 積 立 金
終身会費積立金
会 費 返 金 分
予
備
費
合
計

収入済額

30,462,185円

（円）
予 算 額
200,000
400,000
700,000
2,000,000
1,500,000
6,000,000
7,500,000
100,000
1,400,000
700,000
1,400,000
1,000,000
2,500,000
700,000
100,000
1,500,000
100,000
2,000,000
0
200,000
30,000,000

－

支出済額

支出済額
131,873
720,092
764,300
1,531,106
1,050,000
5,600,000
6,087,315
48,547
1,234,100
388,659
839,680
1,230,693
2,557,796
700,000
24,460
1,620,000
100,000
4,000,000
720,000
0
29,348,621

差引残額
68,127
△ 320,092
△ 64,300
468,894
450,000
400,000
1,412,685
51,453
165,900
311,341
560,320
△ 230,693
△ 57,796
0
75,540
△ 120,000
0
△ 2,000,000
△ 720,000
200,000
651,379

29,348,621円
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＝

備
考
事務用品、
コピー代等
電話、
郵送、
手数料、
管理データ更新料等
幹事会、
役員会
支部総会出席旅費
支部総会、
クラス会
賃金（２名）
、
事務謝金
第39・40・41号
祝電、
弔電料等
平成31年３月18日、
令和２年３月18日
平成30年６月30日
総会、
支部総会出席旅費
オープンキャンパス、
就職ガイダンス等
卒業生、
優秀学生、
新入生記念品
100,000円×７コース
事務用備品
新入生買取分
平成30・31年度
退学者（15名）
、
物故者（１名）

1,113,564円（次年度繰越金）
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特別会計
（１）基本財産
科
目
前年度繰越金
預 金 利 息
合
計

（円）

予 算 額
12,232,690
2,310
12,235,000

収入済額
12,232,690
2,658
12,235,348

備
考
定期預金

収入済額
77,075,019
4,000,000
17,392
81,092,411

備
考
定期預金

（２）終身会費積立金
科
目
前年度繰越金
一般会計より
預 金 利 息
合
計

予 算 額
77,075,019
2,000,000
24,981
79,100,000

（３）退職積立金
科
目
前年度繰越金
一般会計より
預 金 利 息
合
計

（円）

予 算 額
0
100,000
10
100,010

令和２・３年度事業計画

６．卒業式援助
７．卒業生、新入生へ記念品贈呈
８．優秀学生へ記念品贈呈
９．農学部100周年記念事業準備委員会
10．その他

令和２・３年度予算

令和２年４月１日

一般会計
＜収入の部＞

合

備
考
定期預金
H30・31年度

令和２年４月１日

１．総会 令和３年６月予定
２．支部活動の支援
３．会報発行（42号・43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

科
目
前 年 度 繰 越
入
会
会
預
金
利

（円）
収入済額
0
100,000
5
100,005

＜支出の部＞
金
金
費
息

計

予 算 額
1,113,564
2,500,000
26,386,000
436

30,000,000

備

考

令和２・３年度

科

目

事
務
費
通 信 運 搬 費
会
議
費
旅
費
支 部 援 助 金
賃
金
会 報 発 行 費
慶
弔
費
卒 業 援 助 金
総
会
費
支 部 強 化 費
広 報 記 録 費
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う会計はすべての活動の源泉でもあり、現在は特に畦
畔の草刈りや農村自治を対象とした活動を対象に研
究しております。６次産業化や農商工連携の実務にも
携わっていた経験から、研究のみならず人材育成に
通じる教育にも努めて参ります。今後ともご指導ご鞭
撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

●講師 木原 奈穂子
令和２年４月より、生命環境農学科里地里山環境
管理学コース・アグリビジネス会計学分野の講師に着
任いたしました木原奈穂子と申します。農業経営の中
でも特に農業会計を専門としておりますが、お金を扱
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コーストピックス
新しい教育体制のもと、教員一同、教育研究に取
り組んでおりますので、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）

生命環境農学科
国際乾燥地農学コース
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。
これまでの国際乾燥地科学コースの教員に農業土
木分野の教員と地域学部より転籍された教員が参加
することにより、乾燥地域や発展途上国における諸
課題に対して、多様な側面から協働して取り組める
実践力を身に付けた人材育成をさらに進めていく体
制を備えたコースへと発展しました。1999年に実践
農学コース・砂地乾地農学サブコースから発した乾
燥地農学に特化した教育コースが、
『国際乾燥地科
学コース』を経て、
『国際乾燥地農学コース』となり、
発展し続けていることは、これまでの同窓の皆様の
ご尽力であることと感謝致します。
現在、４年生42名、３年生40名、２年生50名の
学生が在籍しています。プレゼンテーション演習
とディスカッション演習を必修科目とすることによ
り、学生の論理的思考力やコミュニケーション能力
の向上を図っています。また、メキシコとタイで実
施する『国際乾燥地農学実習』は継続しており、乾
燥地や開発途上国の農業について、現場での実践力
の向上と国際人としての素養を身に付けた人材の育
成を図っています。
本コースの教育研究分野は、以下の通りです。
国際農業普及学分野 ：Asres Elias Baysa 助教
理論物理学分野
：池野なつ美 講師
水土環境保全学分野
：猪迫 耕二 教授
乾燥地環境資源学分野
：遠藤 常嘉 教授
農業造構学分野
：緒方 英彦 教授
乾燥地緑化保全学分野
：衣笠 利彦 准教授
地圏環境保全学分野
：齊藤 忠臣 准教授
水利用学分野
：清水 克之 教授
自然エネルギー工学分野 ：田川公太朗 准教授
乾燥地作物栽培学分野
：西原 英治 教授
施設環境材料学分野
：兵頭 正浩 准教授
環境無機毒性学分野
：寳来佐和子 准教授
国際農業開発学分野
：安延 久美 教授
植物栄養学分野
：山田
智 教授
環境土壌学分野
：山本 定博 教授
池野先生は、2019年２月より２年間の予定でスペ
イン・バレンシア大学に留学中ですが、その他の教
員は、今年はコロナの影響により、国内で教育・研
究活動を行っています。

里地里山環境管理学コース
同窓生の皆様方、お元気でご活躍のことと存じま
す。平成29年に行われた生物資源環境学科から生命
環境農学科への学科改組により、生命環境農学科に
初めて入学してきた学生が４年生になりました。そ
のため、コース・トピックスも、新しいコースを単
位として書くこととなり、これまでフードシステム
科学コースのコース・トピックスを頻繁に書いてき
ました私（能美）が、今回からは里地里山環境管理
学コースのコース・トピックスを書くこととなりま
した。里地里山環境管理学コースは、生物資源環境
学科時代のフードシステム科学コースの担当教員、
環境共生科学コースの森林系分野担当教員、および
改組に伴って地域学部の地域環境学科から農学部に
異動された地域環境分野を専門とされる教員が担当
する教育コースです。このコースを担当する教員は
現在16名で、以下の通りその専門分野は多様です。
多様性生物学分野
：教授・唐澤重考
地形学分野
：教授・小玉芳敬
動物分類学分野
：教授・鶴崎展巨
景観生態学分野
：教授・長澤良太
植物生態学分野
：教授・永松 大
食環境経済分析学分野
：教授・能美 誠
生態工学分野
：教授・日置佳之
消費者行動学分野
：教授・松田敏信
農業経営学分野
：教授・松村一善
緑地防災学分野
：准教授・芳賀弘和
流通情報解析学分野
：准教授・万 里
環境木材利用学分野
：准教授・藤本高明
樹木生理学分野
：講師・岩永史子
アグリビジネス会計学分野：講師・木原奈穂子
地質学分野
：講師・菅森義晃
森林経営学分野
：助教・芳賀大地
つぎに、最近１年間の教員異動についてご紹介し
ます。まず、育林学分野を担当されてきた教授の大
住克博先生は、令和２年３月末をもって定年でご退
職されました。令和２年２月21日（金）には、「スギ
とヒノキ」と題する最終講義が行われ、多くの学生・
教員が大住先生の最終講義に聞き入りました。一方、
アグリビジネス会計学分野担当の教員として、神戸
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大学農学研究科特命助教だった木原奈穂子先生が令
和２年４月に講師として赴任されました。木原先生
は、簿記・会計学がご専門で、簿記論Ⅰ・Ⅱ、会計
学やマーケティング論、等の授業を担当されていま
す。
里地里山環境管理学コースでは、各学年とも53～
54名の学生が勉学に励んでいます。今年度は新型コ
ロナウイルスの影響で、Web授業が中心となってお
り、教員も学生もこれまでとは違った環境で悪戦苦
闘していますが、そうした環境にも少しずつ適応し
てきました。来年（令和３年）３月には、初めてのコー
ス卒業生を送り出すことになります。

（能美
誠・B昭55年卒）

て参ります。農学部同窓生の皆様には引き続きご支
援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

（大﨑 久美子・Na平13年卒）

農芸化学コース
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。今年は新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で新しい生活様式を取り入れるこ
とを始め、世界中で生活環境が大きく変化する年で
ございました。本学におきましても学生・教員共に
慣れないweb講義の導入など、新たな教育環境に苦
戦する年になりました。
今回のコーストピックスが2017年度の学科改組以
降、初めての『農芸化学コース』のコーストピック
スになります。本コースには４年生59名、３年生53
名、２年生62名が所属しており、『化学と生物学を
ツールとして、「分子」から「生命」のしくみを探求
する』をキーワードに、微生物・植物・動物・食品
などを対象に生物が織りなす様々な現象を解明する
とともに、生物資源を利用して、より豊かで安全な
社会を実現するための知識・技術を学んでおります。
本コースの担当教員は明石 欣也 教授（分子細胞
生物学）、東 政明 教授（連合農学研究科研究科長 兼
任）
（昆虫機能学）、有馬 二朗 教授（生命機能化学）、
石原 亨 教授（天然物化学）、一柳 剛 教授（菌類き
のこ遺伝資源研究センター長 兼任）
（有機化学）、河
野 強 教授（農芸化学コース長）
（生物有機化学）、田
村 純一 教授（糖鎖化学）、渡邉 文雄 教授（食品科
学）、岩﨑 崇 准教授（生体制御化学）、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）、中 秀司 准教授（害虫制御学）、藪田 行
哲 准教授（栄養科学）、上野 琴巳 講師（生物活性化
学）、そして小職（助教・食品機能学、Bc平20年卒）
に加え、連合農学研究科専任教員の児玉 基一朗 教
授（植物病理学）にも学生指導にご協力いただきな
がら計16名の教員で、教育・研究活動に取り組んで
おります。
同窓生の皆様には、これまでに多大なご支援を受
け賜りましたことに対して厚く御礼申し上げます。
新コースにつきまして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。

（美藤 友博・Bc平20年卒）

植物菌類生産科学コース
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29年度の学科改
組により、本コースは旧「生物生産科学コース」よ
り９名、旧「植物菌類資源科学コース」より６名の
計15名の教員が所属しております。まず、教員の異
動につきまして、旧「植物菌類資源科学コース」第
１期生から15年間に渡り、菌類分類学分野の教育研
究にご尽力いただきました前川二太郎教授（ A昭53
年卒）が令和２年３月31日付けで定年退職されまし
た。現在の本コースの担当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）は理
事（教育担当、国際交流担当）
・副学長を、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、広報担当）、学生支
援センター長および附属フィールドサイエンスセン
ター長を、霜村典宏教授（菌類育種栽培学、A昭62
年卒）は学部長を、會見忠則教授（微生物資源学）は
副学部長を、中桐昭教授（菌類多様性学）はコース
代表をそれぞれ昨年度より引き続き務めておられま
す。また、令和２年４月より、野波和好教授（農業
生産工学、E昭60年卒）、近藤謙介准教授（施設園芸
学、Na平10年卒）、辻渉准教授（作物生産学、Na平
12年卒）が昇任されました。その他、田中裕之准教
授（植物遺伝学、M平８年修了）、森本英嗣准教授
（生物生産システム工学）、早乙女梢准教授（菌類系
統学）
、竹村圭弘講師（園芸生産学、M平20年修了）、
遠藤直樹助教（菌類分類生態学）、佐久間俊助教（植
物育種学）、そして大﨑久美子（植物病害制御学、
Na平13年卒）の教員体系で研究・教育に取り組んで
おります。本コース１期生の４年生68名の殆どが卒
業論文研究に精力的に取り組んでおります。本コー
スでは「生産現場」で活躍できる人材を育成するた
め、教員一丸となって充実した教育・研究を目指し

共 同 獣 医 学 科
同窓会員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。また、九州
地域では豪雨災害、台風被害などの自然災害が多発
しておりますが、被災されました同窓の方々には謹
んでお見舞い申し上げます。
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さて、共同獣医学科は平成25年度に発足してから 栽培技術の高度化、新品種の開発、農作業の軽労化
早や８年目となり、４月にはカリキュラムを全面的 など、地域、特に、中山間地が抱える問題の解決に
に改訂しました。教育効果を高めるべく、より実践 向けた教育と研究を行います。森林管理部門は、特
的な内容を充実しております。これまでも、インター 色ある４つの教育研究林を活用し、森林生態系を健
ンシップ科目におきましては、各都道府県、団体の 全な状態に維持・管理するとともに、附属菌類きの
皆様にご支援をいただき、学生にとって貴重な経験 こ遺伝資源研究センターとの連携を強化し、森林の
を得ることができましたが、今後も益々充実してい 多面的機能の高度発揮と森林管理技術に関する教育
きたいと考えております。同窓の皆様にはお世話に と研究を行うこととしています。
なることも多いと思いますが、新たな卒業生のご指
教員は、フィールド教育部門は山口武視教授（ A
導も含めて、引き続きよろしくお願いいたします。 昭58年卒）と学部から配置換えとなり昇任された辻
また、昨年発足しました大学院共同獣医学研究科共 渉准教授（ Na平12年卒）、および2021年４月に着任
同獣医学専攻（博士課程）には、今年度５名が入学 予定の１名で、計３名が配置されています。フィー
し、在学生は２学年で計12名となりました。社会人 ルド活用部門は野波和好教授（E昭60年卒）および近
も多く在籍していますが、各分野のスペシャリスト 藤謙介准教授（ Na平10年卒）の２名が配置され、お
となるべく日々研鑽を積んでいることと思います。
二人とも2020年4月に昇任されました。森林管理部
学科の組織につきましては、共同獣医学科長に竹 門は2020年３月に大住克博教授が退職され、現在専
内 崇教授（獣医臨床検査学）が選出され、学科の 任教員は不在ですが、兼務教員の先生方にお力添え
運営に当たっております。その他、学科内の人事に を頂いております。
動きはありませんが、学科一丸となって獣医学教育
今年は新型コロナウイルスの影響で、実習・演習
と研究の発展に尽力いたしております。
も大きな制約を受け、前期の前半はオンライン実習
さて、全国どこも同じですが、年度当初からコロ を余儀なくされました。しかし、後半は感染防止に
ナ対策に頭を痛めております。共同獣医学科では、 最大限の注意を払いながら、なんとか実習・演習を
４月から６月まではすべての授業をオンラインで実 実施することができました。いまだ予断を許さぬ状
施し、６月下旬からは基本的に対面授業を再開して 況でありますが、質の高い実習・実践教育を維持で
います。実習科目では特に感染防止対策を厳重に きるよう教員、技術職員一同努力しております。
行っておりますが、教員、学生ともに気の抜けない 
（センター長 山口 武視・A昭58年卒）
日々を過ごしています。学科行事も多くのものが中
菌類きのこ遺伝資源研究センター
止となり、例年になく静かなキャンパスです。学生、
農学部同窓会の皆様におかれましてはますますご
教員とも普段通りに語らいあって交流できる状況と
健勝のこととお慶び申し上げます。菌類きのこ遺伝
なることを切に願っております。
最後になりましたが、同窓会員の皆様の益々のご 資源研究センターは2005年（平17年）に発足し、本
健勝とご発展をお祈りするとともに、引き続き、ご 年で15年目を迎えました。本年はコウヤクタケ類の
分類研究の第一線で活躍されてきた前川二太郎教授
支援、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） （ A昭53年卒）が３月に定年退職を迎えられました。
先生のこれまでの業績をたたえ、また本学への貢献
フィールドサイエンスセンター
に感謝して記念祝賀会を開催する予定にしておりま
フィールドサイエンスセンターは2005年（平成17 したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により
年）に農場と演習林が合併した組織として発足しま 延期となってしまいました。前川先生は現在も特任
した。しかし、改組後15年が経過し、部門の役割の 教授としてセンターにて研究を続けておられます。
見直しと生命環境農学科の改組に伴う実習体系の見
次に受賞の報告です。令和元年度は早乙女梢准教
直しを行うことが必要となりました。そこで、2020 授らの研究グループが「白色腐朽性担子菌によるブ
年４月、組織をフィールド教育部門、フィールド活 ナ材とスダジイ材の材分解特性評価」の演題で、日
用部門および森林管理部門の新たな３部門に改組し 本きのこ学会ポスター賞を受賞されました。また
ました。フィールド教育部門は、農業生産の基礎と 筆者の遠藤も「食用菌根性きのこ類の分類と生態解
なる技術・技能教育を進めるとともに、食品安全、 明、および培養技術の開発に関する研究」で日本菌
環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するた 学会奨励賞を受賞致しました。現在のセンター教員
めの生産工程管理に関する実践と教育を担います。 構成は次の通りで、５研究部門12名体制となりまし
フィールド活用部門は、学びのキャンパスに隣接す た。遺伝資源多様性研究部門［遠藤直樹助教］、遺
る農場という地の利を活用しながら、地域特産物の 伝資源評価保存研究部門［中桐昭教授、早乙女梢准
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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］、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，センター長）、大﨑久美子講師（兼務，Na
平13年卒）］。きのこ類遺伝資源バンクの活動では、
３月末時点でTUFC株は571属1,719種9,063株に拡充
され、品質管理が可能となった336属724種1,662株が
学外公開となり、分譲件数も前年より大きく増加し
て参りました。皆様ご存じのとおり大学運営経費が
削減され続けている厳しい現状ですが、国内の菌類
きのこ研究の中核施設として成長を続けていきます
ので、同窓生の皆様には今後とも温かいご支援とご
協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げま
す。

（遠藤 直樹）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため第２ク
オーターの授業は２週間遅れでの開講となりました
が、３つの「密」を回避しながら対面式の実習を実
施しています。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）

鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター
本学農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究セ
ンター（ Avian Zoonosis Research Center：AZRC）
は今年、開設13年目を迎えております。
幸いにも、平成30年１月11日、香川県の養鶏場で
の高病原性鳥インフルエンザの発生以降、わが国で
は家禽での本病の流行は確認されておりませんが、
一度目を海外に向ければ、相変わらずアジアを中心
とした本病の発生はOIEへの報告数（ 2019年合計12
カ国）だけを見ても、決して減少傾向にあるとは言
い難い状況が続いております。
当センターは設置当初から、農林水産省および環
境省との連携のもと、本病に対する国内の疫学調査
と防疫対応に少なからず貢献してまいりました。そ
の他、全国共同利用・共同研究拠点である北海道大
学人獣共通感染症リサーチセンターとの特定共同研
究「鳥由来人獣共通感染症病原体の解析」では、高
病原性鳥インフルエンザの新たな流行動態の解析と
それを基盤とした感染防御技術の開発研究を行って
います。また、高病原性鳥インフルエンザの国内流
行予測のために、農林水産省戦略的プロジェクト「家
畜の伝染病の国内侵入と野生動物由来リスクの管理
技術の開発」において、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及び野生動
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
を実施しています。さらに、環境研究総合推進費「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」では、鳥インフルエンザウイルスの効率的
サーベイランスシステムの開発と希少鳥類への感染
源となる水鳥の感受性評価を実施しております。
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）

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。
令和２年９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（Ｖ
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（Ｖ平22年卒）、繁殖学：菱沼 貢 教授、西
村 亮 助教（Ｖ平25年卒）、臨床検査学：竹内 崇
教授（Ｖ昭61年卒）、井口愛子 講師（Ｖ平23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（Ｖ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（Ｖ平25年卒）、
天羽隆男 特命助教（Ｖ平23年卒）の計16名です。こ
の他に、センターのスタッフとして動物看護師４
名、動物看護師補助１名、事務職員３名が勤務して
います。
昨年度（令和元年度）のセンターの診療件数は
2,454頭、収入額は8,470万円でした（平成30年度は診
療件数2,649頭、収入額は9,245万円）。昨年度は、動
物用消化器内視鏡ビデオシステムセンター、AZE医
療用画像解析システム、動物用輸液ポンプ等を導入
しました。今年度は、動物用消化器内視鏡ビデオス
コープ、外科用X線テレビシステム、眼圧計等を導
入しています。
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。
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が少なくなるとともに、所属する日本人学生も少な
くなり、本センターの将来を担う若手研究者の育成
が大きな課題となっています。そのため、これまで
共同獣医学教育のカリキュラム改定を行いました
同窓のみなさまこんにちは。昨年度は、鳥取・岐 の１年任期の研究員３名の代わり特命助教２名なら
阜両大学のセンターが中心となりカリキュラム（教 びにテニュアトラック助教を１名募集することにな
育課程）の改定を進めましたので、その活動をご報 り、濱本亨さん（北海道大学出身）と宇部尚樹さん（本
告します。なお、科目の開講時期や単位数、教育内 学農学部出身）、テニュアトラック助教に寺本宗正
容等に関する仔細な検討は、基礎系、病態・応用系、 さん（前任国立環境研究所）が採用されました。一
臨床系ごとに設置した作業部会にご担当いただきま 昨年度の石井講師に続き、本学農学部出身の若手研
究者を採用できたことをたいへん喜ばしく思ってお
した。以下に具体例をご紹介します。
今回の改定で重要視したのは、獣医学教育モデル・ ります。計画していた海外出張ができないなど困難
コア・カリキュラムに基づいた必修科目の適正配置 な中ではありますが、研究者として大きく成長する
です。この実現のために一般教養科目を１年次で履 ことが期待されています。
昨年と同様、「砂漠化地域における地球温暖化
修させ、また、クォータ制（年度を４分割する授業
（ 2017-2021年度）、（通称）
システム）の活用を試みました。これにより、２年 への対応に関する研究」
（ 2019-2021）、エチオピア
次以降の時間割に余裕が生まれました。また、獣医 「限界地プロジェクトII」
学教育の国際化も見据え、栄養学や畜産学を新設し SATREPS「砂漠化対処に向けた次世代型『持続可能
（ 2017ました。臨床系科目は、内容に重複のあった項目を な土地管理（ SLM）』フレームワークの開発」
整理し、系統性の確保を主眼に据えて改定作業を進 2021）、スーダンSATREPS「スーダンおよびサブサ
めました。その結果、臓器を軸とした科目構成から ハラアフリカの乾燥・高温農業生態系において持続
学問分野ごと（内科学、外科学等）の枠組みに基づ 的にコムギを生産するための革新的な気候変動耐性
（ 2020-2024）の４つの基幹的研究プロ
いた科目構成に戻しました。また、臨床系実習科目 技術の開発」
をプレクリニカル実習として再編しています。さら ジェクトが進行中です。海外出張ができないため、
に、獣医療面接の指導を想定したコミュニケーショ いずれも困難に直面しておりますが、カウンター
パートへ作業を細かく依頼したり、センターの実験
ン演習を必修科目として新設しました。
学生の研究室での研究活動や指導の単位を実質化 施設をフル稼働させるなどしてプロジェクトを少し
10単位分の卒業研究科目を配置しました。また、選 でも前に進めるべく奮闘しております。
引き続き、皆様のご支援とご協力を賜りますよう
択科目の一部では複数の学年（５および６年次）で
履修できるよう弾力化し、また相手大学の動物医療 お願い申し上げます。
（藤巻 晴行・Ne平５年卒）
センターで実施する臨床獣医学特別演習（新設）は、 
両大学の医療センターが得意とする臨床教育を学べ
る工夫も取り入れました。
以上の改定で、卒業に必要な総単位数は183単位
（旧カリキュラムより８単位減）となりました。こ
のカリキュラムは、今年４月に入学した学生から適
用しています。削減した単位数は学生の時間的な余
裕に直結するでしょう。
知識に偏りがちだった獣医学教育を、自主的な学
びを軸とした思考力や実践力を養成する教育へとシ
フトさせていくことを強く意識しながら、今後の共
同教育を推進して参りたいと考えております。

（センター長 保坂 善真）

共同獣医学教育開発推進センター

乾燥地研究センター
昨年11月８日の「チコちゃんに叱られる（なぜ砂
漠はできる？）」や今年５月８日のNHKシブ５時で
本センターが紹介され、久しぶりに本センターの名
をテレビで見かけられた方も居られるかと思いま
す。近年は砂漠化がニュースで取り上げられること
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に締めていただきました。
今後も参加の少ない若手の参加しやすい環境づく

支部だより

りを目指していきたいと思います。

静岡県支部


福井県支部


神納

徹（Ｃ平２年卒）

本年は1/4に静岡県支部総会及び懇親会が開催さ
星野

誠司（Ｆ昭51年卒）

れました。
農芸化学科が幹事を務め、同窓会本部から来賓と
して、松本晃幸先生（C昭52年卒）をお招きし、支部
会員16名と合わせ、総勢17名の出席となりました。
総会では、永井支部長のあいさつ、会務（事業及
び収支決算）報告が承認され、また松本先生からは、
母校の実績等について近況報告をいただきました。
今回から会場がクーポール会館となり、今までと
少々勝手が異なり戸惑う場面もありましたが、懇親

令和元年11月２日（土）、福井県支部同窓会が「炭

会においては、出席者が恒例の近況報告や懐かしい

火ステーキキッチン&バル」
（福井駅東口アオッサ

昔話に華が咲き、本部から頂いた銘酒「強力」の勢

内）
において開催されました。本部よりご多忙の中、

いも加わり、一段と盛り上がった楽しいひと時を過

フィールドサイエンスセンター講師の近藤謙介先

ごすことができました。

生、本会への参加が２回目となる在学生の笹木啓運

懇親会の締めは、次回幹事である獣医学科（北川

様（持続性社会創生科学研究科２年）、初参加の澤

俊之様：昭和53年卒）の力強い挨拶と再会を期して

﨑光希様（生命環境農学科３年生）に出席を賜り、

唄った「貝殻節」で閉会となりました。
最後になりましたが、鳥取大学農学部の更なる発

出席者23名での開催となりました。

展と会員皆様のますますのご健康、ご活躍をお祈り

総会に先立ち、平成31年２月に見事当選された美

いたします。

浜町長の戸嶋秀樹様（E昭57年卒）から、立候補時の
同窓会からの応援に対するお礼、これからの美浜町
政の推進への力強い決意などをお話しいただきまし
た。
続いて、多田憲市会長（V昭38年卒）の挨拶をいた
だき、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。
近藤先生からの鳥取大学の近況報告につきまして
は、本県支部の同窓会が農学部だけでなく教育学部
や工学部の卒業生も参加していただいていることか
ら、大学全体の話題をお聞きできるなど、大変実り

京都府支部

あるものとなりました。


稲田弘毅様（Ⅴ昭35年卒）の挨拶に続き、安部嘉

栗山

秀範（Ｅ昭60年卒）

令和２年３月７日（土）、京都市にて第15回京都

幸様（Ｂ昭35年卒）の乾杯でスタートした懇親会で

府支部総会を開催しました。

は出席した会員の自己紹介や近況報告を行い、本部
からの差し入れの日本酒「強力」でパワーをアップ

新型コロナウイルス感染症の影響により、同窓会

させ、当時の思い出話や現在の鳥取の学生生活の話

本部からの御来賓と数名の会員諸氏の御臨席が叶い

題など年齢や学科を超えた歓談が行われ、隣で行わ

ませんでしたが、総会には特別会員の服部九二雄先

れていた結婚式の２次会にも負けないくらいの熱気

生（鳥取大学名誉教授）、会員の計14名が集い旧交

あふれるひとときを過ごし、舟木壽様（Ａ昭36年卒）

を温めました。
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総会では、前２年間の事業・決算と会計監査結果

大学の近況などをお話しいただきました。また、新

の報告に続き、今後２年間の事業計画・予算を説明

会員として岡峰友恵さん（V平15年卒）の参加もあり

し、いずれも承認されました。また、６年ぶりの役

ました。

員交代が提案され、支部長には６年間お世話になっ

宴は大先輩方と若手の絆を一段と深めつつ、いっ

た片岡光信さん（Ａ昭50年卒）に替わり筆者が、事

たん中締めとし、２次会へと場所を移し来年の再会

務長には同期間お世話になった島本靖二さん（Ｖ昭

を誓いました。

45年卒）に替わり木村均さん（Ｆ昭60年卒）が、会計
（兼連絡担当）には筆者に替わり田淵功さん（ E平元
年卒）が、推薦・承認されました。
総会後は、部屋を変えて懇親会を開催。近況や学
生時代の思い出話しを肴に、同窓会本部からいただ
いた“強力”を味わいました。多くの会員が一致団
結して支部活動を活発にし、令和３（ 2021）年に創
立100周年を迎える鳥取大学農学部の益々の隆盛を
祈念するとともに、２年後（令和４年）の第16回総

北陸３県会

会での再会を誓い合って京都府支部総会を終えまし
た。



長谷川

和久（C昭40年卒）

2020年８月29日午後、金沢市千田町の土緑化農習
館（日中友好・土の保全・緑化・農業の研修を目的
に長谷川和久 C昭40年卒開設）にてコロナ関係の３
密を避け、出入り10名参加で開かれた。30～70才代
で故遠山正瑛先生や脇坂聿雄先生に師事し、直弟子
だった人、中国内モンゴルの沙漠を訪問した人、石
川県農業短大で砂丘農業を学んだ人、更に鳥大卒業
生に密接な指導をうけた人など多様。鳥大農が掲げ
る実践農学の北陸地域における幅広い影響を実感し
た。
大江碩也氏（ A昭41年卒）によると脇坂先生（石川

沖縄県支部


県砂丘地農試場長）は39才で全国農業試験場長会に
庄野

雪菜（V平26年卒）

出られ砂地農業の発展性を現場の実践を裏打ちに広
く提唱されたという。また北原喜代司（ B昭40年卒）

令和元年度鳥取大学沖縄県支部総会が令和元年11
月16日（土）に那覇市「平家亭」において開催されま

夫妻は地域における長年にわたる経済、保険活動の

した。

苦労と喜びを話と絵画で紹介された。福井の新機能
水等の発明者福岡憲治氏は角昭美氏（C昭39年卒）に

離島勤務の会員や出張などの都合で参加できなかっ

研究と試験で懇篤なアドバイスを受け今日があると

た会員もいた中、今回10名の参加がありました。

感謝された。同窓生のコミュニケーションを介して

松川支部長（V昭49年卒）の開会の挨拶により始ま

今後更に広いみなさんの前進を期待したい。

り、多嘉良副支部長（V昭59年卒）の30年度活動報告
がありました。池田光男さん（F昭29年卒）は都合に
より、遅れての参加でしたが、しばらくの歓談の後、
乾杯の音頭をとっていただきました。いつもの低い
声と迫力は健在で、前支部長の言葉に会がピリッと
引き締まった感じでした。
会はその後、会員の近況報告へと進んでいきまし
た。 今回は大学側から美藤友博常任幹事（ Bc平20
年卒・農学部生命環境農学科助教）の参加があり、
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しました。今回は10年ぶりに、令和元年10月12日、

クラス会だより


農業工学科昭和43年卒業

山下

三朝温泉の木屋旅館を会場に行いました。参加者は、
卒寿（山根幹世先生）と喜寿（田邉賢ニ先生）を迎え
られた恩師2名と還暦の卒業生11名でした。

久雄

クラス会幹事長の村尾和博さん（前鳥取県農林水
産部長）の開会挨拶の後、恩師にお祝いの鳥取県産

令和元年９月25日、鳥取市内の「鳥取シティホテ

の挽物木工芸品をお贈りしました。山根先生は現役

ル」で20名の出席のもとに開催しました。
今回数えて９回目の開催となりますが、最初の

で自動車の運転をされ、田邉先生は自宅近くの砂丘

同級会は平成15年10月に湖山池の畔にあるホテル

畑で無農薬野菜や果樹を栽培されるなど、お二人と

「レーク大樹」で行いました。きっかけは、鳥取市

も大変に元気なご様子でした。

内在住の同級生数人で年に数回〝飲み会〟をしてい

卒業生からは、定年後の再就職状況、自営の農業、

ますが、ある時「そろそろ定年前だけど現役のうち

役職を務める組織運営、サイクリング等の趣味の様

に皆で１回会ったらどうか」という話が出て、「そう

子など、様々な報告がありました。
昭和30年代前半生まれの私たちは、昭和と平成の

だ、そうだ」ということでトントン拍子に決まった

各30年間を経て60歳となりました。現役を退いた後

のが思い出されます。

のサードエイジの生き方など夜遅くまで語り合い、

それ以来、１年置きに欠かさずゴルフコンペと併

さらに次の30年へとますます意気盛んでした。

せ開催していますが、開催地はこれまで東は名古屋
近辺から西は福岡近辺の温泉地で開催し、皆の希望

さて、今回のクラス会は、記録的な大雨による洪

により１回置きには地元鳥取市で開催することにし

水など全国で甚大な被害をもたらした台風19号が接

ています。

近中で、交通機関の運休により欠席された方もあり
ました。ここに改めて、台風の被害に遭われた方に

鳥取開催では、同級会の後、当時のなじみの店は

心からお見舞い申し上げます。

既に無いものの、昔懐かしい弥生町へ繰り出すのも
恒例となっています。
出席者はこれまで毎回20名（ 36名のうち物故者4
名）程度の参加により開催していますが回を重ねる
ごとに出席者が固定化しつつあるのが残念です。
また宴席での近況報告等では、だんだんと病気や
介護の話なども出始めておりますが、２年に１回は
年をとっても気分だけは学生時代にタイムスリップ
した１日となっています。次回の２年後は大阪近郊
での開催と決まり、健康に留意し元気な姿でまた再

 農業経営学科昭和54年卒業

会することを約束して散会しました。

岡部

哲彦

令和元年10月22日、「即位礼正殿の儀」という初
耳の祝日を当て込んで、
「鳥大Ｂ54年卒業生同窓会
ＩＮ鳥取」を開催しました。現在のコロナ禍を知る
由もない昨秋のこと、初日はバッチリ『３密』を満
喫した宴会の一夜になりました。22人の同窓生が９
年ぶりに再会し肩寄せ合って注ぎつ注がれつ、興が
乗って大声で部屋の端から端に名前を呼び合って
は、笑い声が響く宴会場。来賓は、「寄る年波」を公
言され、人生の友としておられるお酒を、大人の流
儀で穏やかに楽しまれる尾崎先生。右手にカメラ、


農学科昭和52年入学

山田

左手にハーモニカ、スナップ写真を撮りながら、名

強

曲のハーモニカ演奏まで、バリバリのエンターテ

農学科昭和52年入学のクラス会は、過去に２回（平

ナー藤井先生。更に、尾崎先生の「お目付け役」スナッ

成16年４月と平成20年11月、それぞれ鳥取市）開催

クバッカスのママ、和田雪子さんの３名。２日目は、
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見間違えるばかりに整備された湖山キャンパスを、

たが、学生時代のにぎやかさがなく、静かに時を過

公務多忙の能美先生の御尽力により、笑いと涙が入

ごしました。

り混じる思い出を胸に拝見しました。学内探訪のク

最後に、令和２年はコロナウイルスの猛威にさら

ライマックスは、農学部棟の資料室でした。能美先

されていますが、早く沈静化し、日本のどこでも

生の粋な計らいで、キャビネットから次々に出され

ゆったりと同窓会が開催できることを祈念していま

る卒業論文。原稿用紙を紐綴じし、黒表紙に自分達

す。

の名前が記された卒論原本を手にして、40年前にタ
イムスリップした資料室で時の流れを噛みしめまし
た。デジタル化に取り残されそうなアナログ世代は、
「ウィズ・コロナ」や「新しい生活様式」に馴染めそ
うにありませんが、今回リニューアルした同窓生名
簿と、藤井先生お手製の同窓会アルバムを手に、次
回京都での再会を心待ちにしつつ一同頑張っていま
す。



農芸化学科昭和42年卒業

信清

博史

農芸化学科昭和42年卒業のクラス会を三十数年ぶ
りに、令和元年11月12日に鳥取市白兎会館にて開催
することが出来ました。
同期生は36名でしたが、７名病死され、29名の内
今回14名が出席でした。
皆74、5才となり、病気療養中、又家族が病気で
行けない等々の人が多い中、なんとか元気な人は、


農学科昭和49年卒業

中田

久しぶりに是非参加して皆に会いたいと万難排し参

昇

加いただきました。

農学科昭和49年卒業の同窓会は、互いに健康度の

東は茨城県取手市、西は熊本市から出席でした。

確認のために、近年２年毎に開催しています。平成

今までのクラス会の幹事は鳥取市の下田健之介君

30年の岡山市での会で、そろそろ鳥取に帰って同窓

にお世話いただいていましたが、今回は米子市の塚

会をということで、改元された令和元年鳥取での開

根則俊（旧姓：竹内）君に代表幹事としてお世話い

催になりました。前回鳥取開催では９月の当日に台

ただきました。

風が鳥取上空通過で陸の孤島となり、出席者が会場

彼はパソコンも充分に使い葉書に印刷等も難なく

にたどり着けるか心配したので、11月に日程を設定

こなす名幹事でした。会館との交渉等にも良く気を

いたしました。

使ってくれました。ところが気を使いすぎたのか、

会は同窓の先輩で恩師の木下收先生、小原隆三先

心臓を悪くし、開催日の１カ月前に入院し、手術を

生、田邉賢二先生、尾谷浩先生にご出席賜り、令和

受けましたが、幸いにも１週間前には全快して出席

元年（ 2019年）11月12日（火）にホテルニューオータ

し、受付から司会進行までスムースに開催してくれ

ニ鳥取のパリエールで開催いたしました。同窓生は

ました。

９月、10月の台風の関東直撃の影響もあり、関東か

当会では出席者全員が、５分前後の近況報告等を

らの出席がなく、西は佐賀から東は富山までの13名

行い、健康問題等が話題の中心となり、又20才前後

の参加とやや寂しくなりました。しかしながら、会

に立ち戻り、皆んな心おきなく、なつかしく楽しい

は会場貸し切り状態で回りを気にすることなく、学

有意義な一時を過ごすことが出来ました。

生時代に戻って、大声をあげながら、卒業以来とな

次回は２年後に大阪在住の杉井君を中心に、関西

る先生方と昔を懐かしく懇談させて頂くとともに、

在住の４、５人を世話人として実施することになり

和気あいあいと近況報告などで懇談し、予定の３時

ました。

間はあっという間に過ぎました。次回は２年後の関

又クラス会の翌日には、楠田、信清で鳥大農学部

西での再会を楽しみに散会となりました。飲み足り

同窓会事務局を訪問し、クラス会実施の報告を致し

ないものは、二次会に平日の弥生町に繰り出しまし

ましたら、たいへん丁寧に対応いただきました。母
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るさとを誇らしく思った。また、④旧校舎や校門柱

校の益々の発展を祈って農学部を後に致しました。

などの母校の遺跡では懐かしさで一杯になった。更
に、若桜街道や末広通りを通り抜け、丸福珈琲店や
スナック「鍵」などの名前を思い出し、青春を回想
した。最後は、県庁９階食堂から鳥取を俯瞰して、
「青春のふるさとめぐり」同級会を締めくくった。
以上から、自分の青春もまんざらでないとほくそ
笑み、会員皆も、80年の人生が「日日是好日」であっ
たと確信され、満足の同級会と思われた。


農芸化学科昭和33年入学

藤井

信一郎



農芸化学科昭和45年入学

坂根

勝俊

平成25年４月に山内益夫名誉教授に御出席いただ
き昭和49年に卒業以来初めてのクラス会を鳥取市で
開催しました。先生を含め18名が参加して楽しい一
時を過ごしました。その際に体の元気なうちはクラ
ス会を続けて行こうということになりました。そ
れ以来、大阪、山口、京都、広島と続き、令和元年
は久方ぶりに鳥取で開くことになり、それならカニ
の時期にとのことで、吉川幹事長の肝いりで浦富の
民宿「さんげんや」を会場にカニのフルコースとな
りました。遠くは千葉県や静岡県からも駆けつけて
くれました。15名参加予定でしたが最終的に13名出
席になりました。カニを楽しみつつ順次、各自の近
況報告などして、宴会後別室に集まり昔の懐かしい
このクラスは37年に31名が卒業した。80歳の現在

思い出話しに花が咲きました。林君が丹精込めて育

は死亡者４名で、長寿に恵まれている。卒業後の進

てたおいしいリンゴを皆でいただきつつ、四畳半の

路は、前年までは就職氷河期であったが、我等のク

下宿でのマージャン三昧だったあの頃、今は通行で

ラスは就職先に恵まれ、その後の出世も順調な者が

きない大山の縦走路での怖い思い出、学食での80円

多い。更に、博士３名技術士２名技術士試験面接官

のＡ定食、35円の生協うどんの話しなど尽きるとこ

１名などの高位資格取得者が多く、強運、努力家で

ろはありませんでした。70歳を目前？にして歳相応

円満な人生を送っている者が多い。

に定番の健康、病気、年金の話題もありさすがにみ

同級会の開催は、場所を北海道からタイ国まで各

んな歳をとったなという実感もありました。囲碁の

地でほぼ毎年開催してきた。在校中のマドンナの１

高段者あり、地域のボランティア活動の中心人物あ

人であった「前田さん」はほぼ常連で、奥様同伴の

り、会社役員でまだまだばりばりの者あり、早期退

会員も多く、同級会は毎回にぎやかで盛会である。

職で悠々自適の者あり、人生いろいろです。日付が

令和元年度の例会は、11月に鳥取で（４回目）、

変わるまで飲み、語り、次回は富士山のふもとの静
岡県で再会する事を約して散会しました。

「青春のふるさとめぐり」と題して80歳の傘寿を祝っ
た。その概要は次のとおりである。
１日目は県中部の東郷池畔の水明荘で宴会。元同
級生と一緒の膳で鳥取の美食を堪能し、ハーモニカ
演奏の童謡と、
「貝殻節」を何回も大合唱した。
２日目はバスツアーで鳥取へ。バス車内は童謡と
懐かしのメロディーで青春ムードを盛り上げた。ツ
アー先は、①青谷の弥生人遺跡、②白兎神話の地、
③万葉集終焉の地などでは、歴史と文化の豊かなふ
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鳥取大学農学部創立百周年記念事業について
鳥取大学農学部創立百周年記念事業については、 （９）農学部＋同窓会「鳥取大学農学部創立百周年
農学部と緊密に連携を図りながら、協議を進めて参 記念事業協議会」第１回会議
りました。これまで、同窓会や農学部で行われてき
（2020年４月６日：農学部長室）
た会議は以下の通りです。
★
「鳥取大学農学部創立百周年記念事業協議会設
《農学部創立百周年記念事業に
置に関する協定」の締結

関するこれまでの会議》 （10）農学部「鳥取大学農学部創立百周年記念事業
（１）同窓会「農学部創立100周年記念事業準備委員 委員会」第５回会議
会」第１回会議
（2020年４月13日：農学部内）
（2018年11月12日：ホテルニューオータニ）
以上の会議の結果、農学部創立百周年記念事業と
（２）農学部＋同窓会 最初の打合せ
して、以下の３つの事業を行うことになりました。
（2019年11月21日：農学部長室）
１．農学部創立百周年記念講堂の建設
（３）農学部「鳥取大学農学部創立百周年記念事業
２．記念式典・記念講演会・祝賀会の開催
委員会」第１回会議
３．募金活動：目標１億円
（2020年１月６日：農学部内）
（４）同窓会「農学部創立100周年記念事業準備委員
なお、農学部創立百周年記念事業は2021年に実施
会」第２回会議
する予定でしたが、あいにく新型コロナウイルスの
（2020年１月30日：ワシントンホテル）
問題が発生した関係で、実施スケジュールを１年遅
（５）農学部「鳥取大学農学部創立百周年記念事業
らせて記念事業を進めていくことになりました。農
委員会」第２回会議
学部同窓会としても、農学部と密接に連携を図りな
（2020年２月３日：農学部内）
（６）同窓会「農学部創立100周年記念事業準備委員 がら、百周年記念事業の実施と成功に向けて鋭意努
力していく予定です。記念事業の実施にあたりまし
会」第３回会議
ては、同窓生の皆様方にも物心両面でご支援をお願
（2020年２月11日：農学部内）
いすることになりますが、その節には、ご理解、ご
（７）農学部「鳥取大学農学部創立百周年記念事業
協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
委員会」第３回会議
（2020年２月13日：農学部内）

（能美
誠・B昭55年卒）
（８）農学部「鳥取大学農学部創立百周年記念事業
委員会」第４回会議
（2020年３月９日：農学部内）

事 務 局 だ よ り
同窓会会員の皆様におかれましては、益々ご活躍の
おります。趣旨をご理解いただき、各種事業へご支援
ことと存じます。
を賜りますようお願い申し上げます。
九州地方を中心に広域な範囲で豪雨や台風被害が発
また、同窓会費納入のご協力をお願い致しておりま
生しておりますが、被災されました方々に心よりお見
す。何卒よろしくお願い申し上げます。
舞い申し上げます。
ここで、旧鳥取農林専門学校 農芸化学科第24回卒
“新型コロナウイルス”今年はこの言葉を耳にしな
業生（昭和22年卒）が編集・発行してこられた同窓会
い日はありませんでした。これまで当たり前だった生
誌「きささげ」のご紹介をさせていただきます。昭和
活そのものが根底から覆されているような思いです。 19年４月入学、翌20年５月学徒動員後、９月末鳥取に
同窓会活動においても、６月に予定していた総会の開
戻り学業再開、卒業後に同窓会誌を編集。昭和22年発
催が１年延期となり、支部活動やクラス会の中止も相
行の第１号から、令和元年に「最終令和号」として最
次ぎました。また、今年は卒業式、入学式の式典をは
終号を発行されました。激烈な学生生活の思い出や皆
じめ、多くの学内行事も中止となりました。１日でも
さんの近況、そして長く続いた同窓会誌の作成話等々、
早く通常の学生生活が戻ることを願うばかりです。
「最終令和号」は70年余りにおよび発行されてきた会
本学は、教育研究、学生支援、国際交流及び社会貢
誌の集大成となっています。当時吉方の校庭に植えら
献等に係る各種事業の支援を目的とした「みらい基
れていた「きささげ」。鳥取市立中央図書館に蔵書と
金」、経済的理由により修学が困難な学生を支援する
して保管されていますので、是非ご覧ください。
ことを目的として「修学支援事業基金」を設置してお
り、学生の様々な活動に有効に活用させていただいて

同窓会事務局 山名 あい
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