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今回の総会で会長に再選されました西尾迢富と申

します｡ 昭和22年に農芸化学科を卒業いたしまし

て､ 鳥取県に奉職し､ 平成２年から３期12年間鳥取

市長を勤めさせていただきました｡ 同窓会会長は林

�二前会長 (元鳥取大学長) の後を受けて平成16年

から勤めさせていただいております｡ 平素より同窓

会活動に対しまして格別のご支援とご協力を賜り､

心より御礼申し上げますとともに､ 今期もご指導ご

鞭撻をよろしくお願い申し上げます｡

平成20年は岩手・宮城内陸地震及び中国地方から

東北地方におよぶ８月末の豪雨は猛烈な災害を引き

起こし､ 多くの方が被災されました｡ お見舞い申し

上げます｡ 一方､ 台風は発生も例年より少なく､ ま

た一度も上陸が見られなかったことは平成12年以来

のことだそうです｡ 台風による被害が少なくて済ん

だことは､ 前述の被害が猛烈であっただけに､ あり

がたいことと思います｡ このまま天災が再び起こる

ことなく新年を迎えることが出来ました｡ 何よりの

ことと存じます｡

会報第30号をお届けいたします｡ 鳥取大学農学部

も順調に充実され教員定員の増加 (獣医学科に全学

から５名) や定年で懐かしい先生方が毎年退職さ

れ､ 学内の教育体制も大幅に変更されております｡

外におりますと新しい研究分野､ 新しい先生方の顔

が良くわかりません｡ 皆様も同じ思いと思います｡

この会報で平成15年以降に赴任された先生方を一挙

に紹介していただきました｡ ご参考にしていただ

き､ 農学部を訪問されるときの情報として役立てて

いただきたいと存じます｡

さて､ 平成13年に旧高農講堂の入り口の一部を門

の形で農学部に移設いたしましたが､ 老朽化が風雪

によってさらに進み､ このままでは修理不能の状態

になる現状です｡ 農学部からこの門の修理につい

て､ 同窓会に協力依頼があり､ 同窓会といたしまし

ても折角の記念物でありますから､ 維持するべく役

員会に図る準備を進めております｡ また､ この門の

現在の位置が菌類きのこ遺伝資源研究センターに付

随した形で設置されていますが､ ほとんど目に付か

ない状況であります｡ 農学部では更にふさわしい場

所に移転し､ 山田玄太郎初代高農校長の胸像と共

に､ 卒業生が訪問したときに見やすい形での展示が

検討されておると聞き及んでおります｡ 私としまし

ては､ この記念物を農学部の誇りとして展示できる

ことを切に望んでおります｡ 良い形で移転先が決定

いたしました暁には､ 後世のためにも同窓会の浄財

をもって実現させることに会員皆様のご理解とご了

承をお願い申し上げるしだいです｡

農学部同窓会は全国に17,000名の会員を有し､ 約

30支部が会員の交流と情報交換の場として活動して

おります｡ 農学部は校舎も改修がほぼ完了し､ ２つ

のＣＯＥプログラム､ メキシコ海外実践教育､ 鳥イ

ンフルエンザ研究の拠点として目覚しい活躍をされ

ています｡ このような優秀な学部の卒業生を全国規

模で活躍する先輩達が暖かく迎え入れ､ 社会活動を

支援するとともに､ 母校の発展を側面的に支えてゆ

くことが同窓会の役割です｡ 全国津々浦々に支部が

発足し､ 益々発展することを願って止みません｡ 終

わりに会員皆様のご健勝とご活躍を心より祈念申し

上げます｡

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

同窓会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｡

大学も法人化して５年目を迎えました｡ 法人化後

は６年ごとに目標と計画を立て､ その結果を評価し

なければなりません｡ 現在は最初の６年間の評価を

行い､ 同時に次の６年間の目標と計画を立てている

ところです｡

少子化の中､ 受験生を確保するためには鳥取大学

農学部の良さを受験生に知ってもらうことが重要に
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なります｡ 昨年８月３日に開催したオープンキャン

パスでは､ 農学部だけで高校生と保護者を合わせて

約700人 (昨年約500人) の参加いただき大盛況でし

た｡ また､ ４月に改修が全て終わり､ きれいになっ

た農学部棟を高校生に見てもらうことができまし

た｡ 入学した受験生に良い教育をして付加価値を付

けて社会に送り出すことも大学の役割として重要で

す｡ 生物資源環境学科では４年前に改組をしまし

た｡ その一期生が今年３月に卒業します｡ 大学院教

育の実質化が叫ばれている中､ 今年の４月からは農

学研究科 (修士課程) を改組します｡ 今回の改組の

特徴は､ 教育体制の強化を目指し､ 新たに ｢国際乾

燥地科学専攻｣ を作ったこと､ きのこ科学のコース

｢植物菌類資源科学コース｣ を作ったこと､ また､

｢生命・食機能科学コース｣ の教育に獣医学科の教

員が参画することなどです｡ 一方､ 獣医学科では､

獣医学教育の充実をめざして教員数の増加を図って

おります｡ 附属動物病院の教員を入れて26名だった

教員を34名まで増やしました｡ また臨床獣医学教育

の充実の一環として､ 12月から附属動物病院を増改

築します｡ 新しい動物病院ではMRI などの高度医

療設備が整備され､ 地域の動物の高度医療を担うと

ともに､ 学生の臨床教育も充実します｡

生物資源環境学科は昨年10月12日に､ 獣医学科は

昨年11月１日に第１回目の保護者会を開催しまし

た｡ 大学生にもなって保護者会が必要かどうか､ い

ろいろ議論もありましたが､ 保護者と教員が直接､

顔を合わせながら学生の教育や就職について話し合

う場はあった方がよいと言うことで開催することに

なりました｡ 生物資源環境学科は主に３年生の保護

者が対象でしたが､ 54家族が参加し､ 獣医学科は全

学年の保護者が対象でしたが､ 44家族が参加しまし

た｡

一昨年は乾燥地科学で､ 今年は菌類きのこ科学で

鳥取大学は２年連続してグローバル COE プログラ

ムに採択されました｡ ２件のグローバル COE が採

択された大学は中国地方には他にありません｡ どち

らのプログラムにも多数の農学部教員が参加し､ 中

心となって推進しております｡ このように地方の国

立大学の中にあって鳥取大学農学部は地域の特性を

生かし､ 教育､ 研究､ 社会貢献のいずれの分野でも

頑張っております｡ これからも､ 教職員一丸となっ

て､ さらによりよい農学部にするために努力してい

く所存です｡ 同窓会の皆様の変わらぬご支援をよろ

しくお願いいたします｡
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平成18・19年度事業報告

学内幹事より事業報告が行われ､ 質疑応答の後､

全会一致で事業報告が承認されました｡

� 定期総会 (平成18年５月13日)

� 会報発行 (第28号､ 第29号)

� 支部活動等 支部総会 23支部､ クラス会22

クラス

� 卒業祝賀会援助 (平成19年３月22日､ 平成20

年３月18日)

� 慶弔事への祝電・弔電の発信 合計21件

� 農学部への寄付 (鳥取大学農学会)

� 名簿発刊準備作業

同窓会名簿発刊に向けての進捗状況報告｡

	 卒業生､ 新入生へ記念品贈呈


 その他

農学部同窓会会報 (30号) 3

平成20年５月10日 (土) 午前11時より､ 鳥取駅南のウェルシティ鳥取で40名の同窓会員が出席して開

催されました｡

西尾迢富会長の挨拶のあと､ 丹松進氏 (Ｖ昭26年卒) が議長に選出され､ 議事が進められました｡
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同窓会ホームページが出来ました!!

http://www.toridai-nougakudousou.com/
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〈一般会計〉 平成20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 1,508,564 1,508,564 0
入会金 2,200,000 2,475,000 275,000 平成18・19年入学
会費 15,290,000 28,643,800 13,353,800 終身 4,229,260 (196件)

一般 2,139,540 (438件)
新入生 22,275,000 (495件)

預金利息 1,436 10,850 9,414
雑収入 0 13,885 13,885
合 計 19,000,000 32,652,099 13,652,099

支出の部 (円)
科 目 予 算 額 支 出 済 額 差 引 残 額 備 考

事務費 600,000 717,059 △ 117,059 事務用品､ コピー代等
通信運搬費 600,000 728,228 △ 128,228 電話料､ 郵送料等
会議費 700,000 653,312 46,688 幹事会､ 役員会
旅費 2,500,000 2,204,133 295,867 支部総会出席旅費
支部援助金 1,200,000 1,350,00 △ 150,000 23支部､ 22クラス会
賃金 6,000,000 5,556,00 444,000 賃金､ 事務謝金
会報発行費 3,500,000 3,373,600 126,400 会報第28・29号
慶弔費 100,000 61,338 38,662 祝・弔電､ 生花代
卒業祝賀会 1,400,000 1,400,000 0 平成19年､ 20年
総会費 600,000 576,925 23,075 平成18年５月13日
学科コース援助金 800,000 800,000 0 ８コース (＠100,000)
備品費 100,000 329,050 △ 229,050 名板､ 銅版看板代､ 電話機
広報記録費 700,000 589,545 110,455 卒業生､ 新入生記念品
会費 0 135,000 △ 135,000 退学者 (＠45,000×３名)
退職積立金 100,000 100,000 0 平成18､ 19年度
終身会費積立金 0 12,000,000 △ 12,000,000
予備費 100,000 0 100,000
合 計 19,000,000 30,574,190 △ 11,574,190

収入額 32,652,099 円 － 支出額 30,574,190 円 ＝ 2,077,909 円 (次年度繰越金)

〈事業会計〉
収入の部 支出の部 (円)
科 目 予 算 額 収 入 済 額 科 目 予 算 額 支 出 済 額

前年度繰越金 408,989 408,989 事務費 100,000 0
預金利息 11 843 繰越金 309,000 409,832
合 計 409,000 409,832 合 計 409,000 409,832

次年度繰越金 409,832円

〈基本財産〉 (円)
科 目 予 算 額 収 入 済 額 備 考

前年度繰越金 12,303,027 12,303,027
預金利息 6,973 8,680 定期預金利息
寄付 0 118,653 昭七会より
合 計 12,310,000 12,430,360

次年度繰越金 12,430,360円

平成18・19年度会計報告

学内会計担当幹事より報告があり､ 審議および監査報告の結果､ 全会一致で承認されました｡



� 総会 平成20年５月10日 (土)

� 支部活動の支援

� 会報の発行 (第30号､ 第31号)

� 名簿の発刊

� 終身会員の推進､ 会費納入の向上

� 学科コースへの助成

� 卒業祝賀会の援助

� 卒業生､ 新入生への記念品贈呈

	 その他

農学部同窓会会報 (30号) 5

〈終身会費積立金〉 (円)
科 目 収 入 済 額 備 考
前年度繰越金 35,000,000 平成12･13年度 12,000,000

15年度 12,000,000
平成16･17年度 11,000,000

預金利息 23,898
今年度積立金 12,000,000
合 計 47,023,898
現在積立金 47,023,898円

〈退職積立金〉 (円)
科 目 収 入 済 額 備 考
前年度繰越金 605,207 平成６年度より
預金利息 1,186
今年度積立金 100,000
合 計 706,393
次年度繰越金 706,393円

〈一般会計〉
収入の部 (円)
科 目 予 算 額 備 考

前年度繰越金 2,077,909
入会金 2,200,000 Ｈ20,21年度
会費 25,300,000
預金利息 12,259
事業会計より 409,832
合 計 30,000,000

支出の部 (円)
科 目 予 算 額 備 考

事務費 600,000 事務用品等
通信運搬費 600,000 電話､ 郵送料
会議費 700,000 幹事会､ 役員会
旅費 2,500,000 支部出席
支部援助金 1,200,000 支部､ クラス
賃金 6,000,000 賃金､ 謝金
会報発行費 3,500,000 30・31号
慶弔費 100,000 祝・弔電
卒業祝賀会 1,400,000 Ｈ20,21年度
総会費 600,000 Ｈ20.5.10
広報記録費 700,000 就職ガイダンス
学科コース援助 800,000 ８コース
備品費 100,000
退職積立金 100,000 Ｈ20,21年度
名簿代 1,000,000 新入生分買取
終身会費積立金 10,000,000
予備費 100,000
合 計 30,000,000

平成20・21年度事業計画

事業計画 (案) が学内幹事より提案され､ 審議の結果､ 全会一致で承認されました｡

平成20・21年度予算

学内幹事より予算案の説明があり､ 審議の結果全会一致で承認されました｡

鳥取大学農学会 1,241,030円を鳥取大学農学部へ全額寄付

〈終身会費積立金〉 (円)
科 目 予 算 額 備 考

前年度繰越金 47,023,898 定期預金
一般会計より 10,000,000
預金利息 76,102
合 計 57,100,000

〈退職積立金〉 (円)
科 目 予 算 案 備 考

前年度繰越金 706,393 定期預金
一般会計より 100,000
預金利息 1,607
合 計 808,000

〈事業会計〉

繰越金 409,832円を一般会計に繰り入れ

〈基本財産〉 (円)
科 目 予 算 額 備 考

前年度繰越金 12,430,360 定期預金
預金利息 69,640
合 計 12,500,000



コースの教育目的は人間の生存のために不可欠な

農業生産の永続を目指して､ それに関わる基礎的な

知識・技術を習得し､ 食料生産､ 遺伝育種､ 園芸な

どの生産､ 利用､ 開発と､ 病害虫防除などの植物保

護を担う専門家を､ 技術者を育成することでありま

す｡ その目的を達成するために本コースでは次の11

名の先生方が主として学生の指導に当たっていま

す｡ 板井章浩 (分子園芸学)､ 尾谷 浩 (植物病

学・Ａ昭45年卒)､ 児玉基一朗 (植物病理学)､ 田邉

賢二 (園芸学・Ａ昭43年卒)､ 田村文男 (園芸生産

学・Ａ昭57年卒)､ 富田因則 (分子遺伝学)､ 中 秀

司 (昆虫制御学 平成20年10月着任)､ 中田 昇

(栽培技術学・Ａ昭49年卒)､ 中野 淳一 (作物土地

利用学)､ 山口 武視 (作物管理学・Ａ昭58年卒)､

山名 伸樹 (生物生産機械学・Ｅ昭46年卒)｡

なお､ 尾谷先生は連合農学研究科長として､ 田村

先生はフィールドサイエンスセンター長として､ 教

育研究以外に管理運営面でも多忙な日々を過ごして

います｡ 本年度末に定年を迎えられます田邉先生に

は国内外でご活躍であります｡ 中野先生も ｢鳥取方

式｣ による校庭芝生化で東奔西走のご活躍でありま

す｡ 板井先生はスマートになり､ 軽やかに分子レベ

ルでのナシ研究を､ 児玉先生は病原菌の成立を､ 富

田先生は遺伝子レベルの作物改良を､ 山名先生はソ

ルガムからバイオエタノール生成を､ 山口先生は作

物愛をとそれぞれの研究に打ち込まれています｡ 筆

者の中田は幼稚園児との生活も行っています｡ な

お､ 東 政明先生 (昆虫機能学) には４月から連合

農学研究科副科長専任となりましたが､ 学生指導に

ご協力いただいています｡ 本コースでは教員と学生

の親睦団体として､ 農学科､ 生物生産学講座のオリ

ザ会を継承しています｡

末筆ではございますが同窓の皆様の益々のご健勝

とご発展をお祈り申し上げます｡

(中田 昇・Ａ昭49年卒)

植物菌類資源科学コースは平成17年度に新設され

たコースであり､ 同窓会員の皆様には馴染みの無い

名前だと思いますので､ 自己紹介をさせていただき

ます｡ 本コースは ｢植物と菌類の多様性を理解し､

多くの植物あるいは菌類遺伝資源の中から有用な種

を発掘活用､ またはバイオテクノロジーなどを用い

て有用なものに改変活用することによって､ 人類が

直面している食料問題や環境問題などを解決するこ

とができる人材を育成する｣ ことを目標とし､ 現在

11研究分野11名の教員で教育および研究に取組んで

います：植物生理学分野 (田中淨教授)；植物育種

学分野 (辻本壽教授)；植物遺伝学分野 (田中裕之

准教授・Ａ平８年修了)；植物環境生理学分野 (岡

真理子講師)；植物分子生物学分野 (上中弘典助

教)；菌類分類学分野 (前川二太郎教授)；菌類資源

生態学分野 (岩瀬剛二教授)；菌類遺伝資源学分野

(松本晃幸教授・Ｃ昭52年卒)；微生物資源学 (會見

忠則教授)；菌類育種栽培学分野 (霜村典宏准教

授・Ａ昭62年卒)；菌類分子系統学分野 (須原弘登

講師)｡

今春､ コースとして初めての卒業生33名を送り出

しますが､ およそ３分の２が大学院に進学し､ 残り

の３分の１は就職希望で公務員､ 食品､ 製薬関係企

業などにほぼ全員が内定しております｡ しかし､ 本

コースは設立したばかりの新しいコースでもあり､

また厳しい経済状況の中､ 今後の就職状況はかなり

厳しくなることが予想されます｡ 同窓の皆様のご支

援とご協力をよろしくお願いいたします｡

(前川二太郎・Ａ昭53年卒)

生命圏環境化学コースの近況をご報告いたしま

す｡ 生物資源環境学科は平成17年４月に新しい教育

体制となり本コースができました｡ 生命圏環境化学

コースとしてのご報告は今回が初めてです｡ コース

のキーワードは､ ｢生命｣､ ｢食｣､ ｢環境｣ です｡ 今

年度の４年生が生命圏環境化学コースとして最初の

卒業生となります｡ 現在､ ４年生33名､ ３年生36

名､ ２年生30名が本コースに所属しております｡ 新
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体制では卒業論文研究が選択科目となりましたが､

大部分の４年生は卒業論文研究を履修し､ 食品科

学､ 有機化学､ 生物化学､ 天然物化学､ 応用微生物

学､ 土壌学､ 植物栄養学に関連する各研究分野に分

属し実験・研究を行っております｡ 卒業論文研究は

３年生後期から始まりますが､ 今年度の３年生も大

部分は卒業論文研究を履修し､ 所属する各研究分野

で張り切って実験を始めています｡

教員の方は一人一分野制となりました｡ 現在､ 生

命圏環境化学コースの卒業論文研究指導に関わって

いる教員は11名でそのうち４名が30代です｡ 若い教

員が多いコースですが､ 教員一丸となってより質の

高い教育・研究ができるコースにしていこうと努め

ております｡ 今後も同窓会の皆様のご協力をよろし

くお願い致します｡

(作野えみ・Ｎ平10年卒)

同窓会員の皆様には益々ご健勝にて､ ご活躍のこ

ととお慶び申し上げます｡ 環境共生科学コースの近

況をご報告いたします｡ 平成17年４月に生物資源環

境学科が新しい教育体制となり､ 新体制での最初の

入学生が今年４年生となりました｡ 本コースは､

｢人類と自然環境の持続的共生｣ をキャッチフレー

ズとして､ 環境資源としての水・土・緑に関する専

門知識の教育を目標としており､ 従来の森林科学講

座 (もっとさかのぼれば林学科) と生存環境学講座

(同農業工学科) が融合してできたものとご理解い

ただければよいと思います｡ 現在､ 本コースは､ 次

の14教育研究分野 (14教員)で構成されております｡

(森林科学系)

森林生態系管理学分野 (佐野淳之教授)､ 景観生態

学分野 (長澤良太教授)､ 生態工学分野 (日置佳之

教授)､ 環境木材科学分野 (古川郁夫教授)､ 造林学

分野 (山本福寿教授・Ｆ昭49年卒)､ 森林利用シス

テム学分野 (市原恒一准教授)､ 緑地防災学分野

(芳賀弘和准教授)

(生存環境学系)

地圏環境保全学分野 (田熊勝利教授)､ 基盤造構学

分野 (服部九二雄教授)､ 水利用学分野 (北村義信

教授)､ 水土生態系管理学分野 (猪迫耕二准教授)､

水利施設機能学分野 (緒方英彦准教授)､ 農林制御

工学分野 (三竿善明准教授)､ 水圏環境評価学分野

(清水克之講師)

法人化して早５年目を迎え､ 膨れ上がる一方の雑

務に辟易しながらも､ 教員一同元気に教育研究活動

に勤しんでおります｡ 田熊勝利教授は本年度をもっ

て退職される予定です｡ 田熊先生は31年間の長きに

わたり､ 本学農学部の教育研究に大きく貢献してこ

られました｡ 最終講義を平成21年２月２日 (月) 午

後３時から農学部会議室にて行なっていただきまし

た｡

本コースの最初の卒業生となる４年生42名は就職

活動､ 卒業論文とかつて経験したことのないプレッ

シャーの中で学生生活最後の１年を有意義に過ごし

ています｡ 最後に農学部の改修工事も終了し､ 本

コースの教員の多くは農学部１号館 (本館) 北棟西

側の研究室に落ち着きました｡ 新しくなった農学部

に是非ともお立ち寄りいただければと思います｡ 今

後とも温かいご支援をよろしくお願いいたします｡

(北村義信・Ｅ昭46年卒)

同窓生の皆さん､ 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は８名の教員

が担当しており､ 教育､ 研究だけでなく､ 地域貢献

や学内の管理運営等の仕事に当たっています｡

まず､ 人事面では､ 一昨年８月に逝去されました大

津亨先生の後任として､ 片野洋平先生が着任されま

した｡ 片野先生は法社会学がご専門で､ 社会関係資

本アプローチの環境問題への適用が中心的な研究内

容です｡ 一方､ 小林先生は副学長として､ 情報・Ｉ

Ｔ対応､ 評価等の仕事で多忙な毎日を送っておられ

ます｡ また､ 松村先生が中心となって､ フードシス

テム科学コースの教員と学生は､ 鳥取県琴浦町 (旧

東伯町＋旧赤碕町) の ｢やまびこサークル｣ との交

流で､ 汗を流しています｡ なお､ 昨年の９月には日

本農業経営学会研究大会が鳥取大学を会場として開

催されましたが､ 大会開催に際しては､ わがコース

の担当教員や学生・院生が中心となって､ 他コース

担当の教員・学生とともに準備に取り組み､ 大会を

無事に終えることができました｡
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最後に現在の教育研究分野体制はつぎの通りで

す｡

〈農業経営学分野〉 教授 小林 一

〈ファーミングシステム学分野〉教授 佐藤俊夫

〈会計・経営システム学分野〉 教授 古塚秀夫

〈食環境経済分析学分野〉 教授 能美 誠

〈消費者行動科学分野〉 教授 松田敏信

〈農業経営管理学分野〉 准教授 松村一善

〈流通情報解析学分野〉 准教授 万 里

〈食・農・環境の法社会学分野〉助教 片野洋平

(能美 誠・Ｂ昭55年卒)

平成17年４月に生物資源環境学科が新しい教育体

制となったことに伴い新設されたコースです｡ コー

ス新設に伴い､ 生産環境化学講座にいらっしゃった

藤山英保教授､ 山本定博教授 (Ｃ昭58年卒)､ 山田

智准教授が本コースに配置換えされました｡ またさ

らに４名の教員が新しく着任し､ フレッシュな顔ぶ

れ (？) が揃っています｡ コースのスタッフは以下

の通りです｡

生物環境化学分野：藤山英保教授

環境土壌学分野：山本定博教授

国際農業開発学分野：安延久美准教授

植物栄養学分野：山田智准教授

乾燥地作物栽培学分野：西原英治准教授

乾燥地環境資源学分野：遠藤常嘉助教

乾燥地緑化保全学分野：衣笠利彦助教

気が付けば､ 誰かがいない...と､ 出張の多いス

タッフが揃っていますが､ スタッフが協力しなが

ら､ 学生の教育や研究活動を進めております｡ 同窓

会員の諸先輩方が築いて下さった乾燥地農業の知見

と技術をベースに､ 乾燥地域の砂漠化防止や農林業

発展に貢献できる国際性豊かな人材養成に取り組ん

でいます｡

平成21年３月に､ コースとして初めての卒業生を

送り出します｡ 進路としては､ 一般企業､ 公務員､

進学と様々ですが､ コース創設後､ 間もないことも

あり､ 今後､ 同窓会員の皆様のお力添えをお願いし

たいと思います｡ 今後とも､ 何卒よろしくお願い致

します｡ (遠藤常嘉・Ｎ平４年卒)

獣医学科の近況をご報告致します｡

今年も教育・研究体制が充実し､ 獣医解剖学研究室

に保坂善真准教授､ 実験動物学研究室に竹内崇師准

教授､ 獣医薬物治療学研究室に西飯直仁講師が着任

し､ 獣医学科教員総数は31名となりました｡ 現在獣

医学科は下記の３学科目､ 18教育研究分野で構成さ

れています｡

学科目 教育研究分野

基礎獣医学 獣医解剖学､ 獣医生理学､ 獣

医薬理学､ 獣医生化学､ 応用

動物学

病態・予防獣医学 獣医微生物学､ 獣医公衆衛生

学､ 実験動物学､ 獣医感染症

学､獣医病理学､獣医寄生虫学

臨床獣医学 獣医外科学､ 獣医内科学､ 獣

医繁殖学､ 獣医神経病・腫瘍

学､ 獣医臨床検査学､ 獣医画

像診断学､ 獣医薬物治療学

また､ 鳥由来人獣共通感染症疫学研究センターの

専任教員も獣医学科の教育研究に参加しています｡

第59回獣医師国家試験の結果において､ 本学の現

役合格率は89.5％であり､ 国公立獣医系大学 (11大

学) の中で上から４番目の成績でした (現役合格率

の全国平均87.3％)｡ また､ 今年度は獣医学科に

35名が入学し､ 学生の総数は229名となっておりま

す｡

新任教員と新しい教育研究分野が誕生し､ ますま

す教育研究体制が充実して参りました｡ 今後も動物

病院施設の拡充など獣医学科のさらなる充実化が計

画されています｡ 今後とも同窓会の皆様方のご支援

とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げま

す｡

(杉山晶彦・Ｖ平８年卒)

センターは田村文男センター長を中心に､ 普及企

画部門：山名伸樹教授 (生物生産機械学Ｅ昭46年

卒)､ 山口武視教授 (作物管理学Ａ昭58年卒)､ 生物

生産部門：田村文男教授 (園芸生産学・Ａ昭57年
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卒)､ 中田昇教授 (栽培技術学・Ａ昭49年卒)､ 森林

部門：佐野淳之教授 (森林生態系管理学)､ 日置佳

之教授 (生態工学) の３部門で６名の教員と11名の

技術職員で､ 農地や森林を活用した教育､ 研究に取

り組むとともに､ 普及企画部門を中心に､ 様々な形

で地域貢献を行い､ 農学の情報発信基地として機能

を高めていきたいと頑張っています｡

センターでは生物資源環境学科の ｢農学基礎実習

演習 (１年)｣､ ｢農場実習 (２年)｣､ ｢農業技術実習

(３年)｣､ 蒜山の森を中心にした ｢環境共生学実習｣

などの講義・実習とともに､ 農学部以外の学生の食

料生産､ 環境保全に関する理解を高めるために

FSC 教員で全学学生対象の ｢フィールドサイエン

ス入門｣ を開講し､ 農林業体験を中心に講義をして

います｡ また､ 地域貢献では無人トラクター実演会

の実施､ 農業指導､ 森林保護､ 森林教室､ あぐりス

クールの農業体験など様々な形で教職員一同が頑

張っています｡

センターの建物も農学部棟と同様に一部の建物は

改修され､ 昔､ 養蚕実習で宿泊された養蚕室は講義

室に改装されましたが､ 旧農場本館のセンター本館

は窓枠を除いて昔のままであり､ 湖山に移転したと

きの雰囲気が現在も残っています｡ 来学の際には､

フィールドサイエンスセンターまで足を伸ばしてい

ただければと思います｡

(中田 昇・Ａ昭49年卒)

センターの近況についてご報告させていただきま

す｡ 構成員は､ 菌類きのこ環境生態学研究部門 (前

川二太郎教授 (Ａ昭53年卒)・児玉基一朗教授 (兼

務)､ 菌類きのこ分子遺伝学研究部門 (會見忠則教

授 (兼務)・作野えみ助教 (兼務､ Ｎ平10年卒)､ 菌

類きのこ遺伝資源評価保存研究部門 (岩瀬剛二教

授・須原弘登講師) および鳥取県からの寄附部門で

ある菌類きのこ機能開発部門 (松本晃幸客員教授

(Ｃ昭52年卒)・霜村典宏客員准教授 (Ａ昭62年卒)

の４部門８教員で変わりませんが､ 平成17年度から

３年間にわたる鳥取県からの寄付の終了に伴い､ 平

成20年４月より松本先生と霜村先生には､ 菌類きの

こ機能開発部門において､ それぞれ専任の教授､ 准

教授として引き続き教育および研究に取組んでいた

だいております｡ センターは設立４年目を迎えてい

ますが､ センター教員の研究室所属の学生数は学

部､ 大学院ともに年々増加しており､ ｢菌類きのこ

を学ぶなら鳥取大学で｣ が定着しつつあるように思

います｡ もう１つ嬉しいお知らせがあります｡ 世界

最高水準の研究基盤の下で世界をリードする創造的

な人材育成を図るために国際的に卓越した教育研究

拠点を重点的に支援する目的で､ 文部科学省が実施

していますグローバル COE プログラムの拠点に､

平成20年度鳥取大学が提案した ｢持続性社会構築に

向けた菌類きのこ資源活用｣ が採択され､ このプロ

グラムにセンター教員全員が参加し､ プログラム推

進の中核的役割を担っています｡ 成果をご期待下さ

い｡

(センター長 前川二太郎・Ａ昭53年卒)

本学動物病院は､ 学生の獣医師養成教育､ 社会で

活躍する獣医師の卒後教育､ 地域社会への高度医療

サービスおよび獣医学科教員の研究を行う施設で

す｡ 最近は飼い主の高度医療の要望に伴い､ 中国各

地や京阪神からの獣医師より本病院への紹介診療が

年々増加しています｡ また､ 各臨床専門分野では認

定医や専門医制度が進行しており､ それを養成する

施設としての十分な設備と教育症例が必要です｡ こ

のような社会情勢に対応すべく､ 本学動物病院の計

画として､ 年次計画的な臨床系教育研究分野の新設

と必要装置の導入､ さらに動物病院施設の拡充と近

代化を計画しておりましたが､ この度､ 大学の理解

により実に 約40年ぶりに動物病院の増築および現

病院の全面的改修を行うことになり､ 施設も(仮称)

農学部附属動物医療センターとして生まれ変わる予

定です｡ 以下にその概要を説明します｡

増改築は本年度と次年度で3期に分けて行います｡

第１期は現病院の南側に隣接して320㎡の増築を本

年度中に実施します｡ 第2期と第3期は現動物病院

1430㎡を平成21年度にそれぞれ前期と後期に分けて

全面改修する予定です｡ ３期に分けて増改修を行う

理由はその間の診療・教育・研究活動を停止させな

いように配慮したものであります｡ 施設設備は､ 既
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設施設に加えられた新規の診療施設として､ MRI

室､ 内視鏡検査・レーザー治療室､ 免疫療法室､ 超

音波検査室､ 電気生理検査室､ 眼科検査治療室､

ICU 集中管理室､ 面談室などを設置し､ さらに手術

室､ 診察室､ レントゲン室を増加します｡ 小動物診

療部門の拡充が主となりますが､ 大動物診療施設や

臨床検査実習室も整備されます｡

動物病院の施設整備の一方で､ 病院診療担当教員

も増員されています｡ 現在は､ 獣医内科学－日笠喜

朗教授､ 松鵜 彩准教授､ 獣医外科学－南 三郎教

授､ 獣医神経病・腫瘍学－岡本芳晴教授､ 辻野久美

子講師､ 獣医繁殖学－菱沼 貢教授､ 永野昌志准教

授､ 臨床検査学－竹内 崇教授､ 杉山晶彦助教､ 獣

医画像診断学－今川智敬准教授 柄 武志助教､ 獣

医薬物治療学－西飯直仁講師の12名となっていま

す｡ 本年度は岡村泰彦先生が９月末で退職し岩手大

学へ異動､ 松本静香看護師が退職されました｡ 一

方､ 新たに新設分野の獣医薬物治療学に西飯直仁先

生が着任され､ 動物看護師として難波佳代子さん､

派遣事務員として佐々木絵美さんが着任されまし

た｡ また､ 10月１日付で松鵜 彩先生が助教から准

教授へ昇任されました｡

このように本病院では､ 現代の社会的要請と臨床

教育の充実に対応するために､ 臨床系教育研究分野

の新設と施設の拡充と近代化を実施します｡ 新病院

には高度医療を行うために必須であるMRI を含め

最新鋭の設備の充実も図るつもりです｡ 施設の整備

は学内経費で実施されます｡ しかしながら､ MRI

など高度医療を行うための設備に要する予算が不足

しているのが現状です｡ 動物病院としましては､ 病

院施設の拡充と近代化により､ 地域開業獣医師との

連携と高度な診療情報提供サービスを推進させ､ 本

学部の地域社会に対する貢献を一層増加させていき

たいと思っています｡ そこで､ 今回､ 獣医学科同窓

生､ 本病院関連個人病院､ 関連法人等を対象に各方

面に募金活動を行うことになりました｡ 農学部同窓

生の皆様方に於かれましても何卒ご支援とご協力を

賜りますよう､ 宜しくお願い申し上げます｡

(動物病院長 日笠喜朗)

本学に設立された農学部附属鳥由来人獣共通感染

症疫学研究センターも今年で４年目を迎え､ 最終目

標である ｢鳥類から人に感染する感染病への対策の

確立｣ を目指して､ スタッフ一同､ 日夜調査研究に

取り組んでおります｡

特に昨年４月から５月にかけては東北地方 (秋田

県および青森県) および北海道で野生のオオハク

チョウから高病原性鳥インフルエンザウイルスが検

出されましたが､ この際も当該センターのスタッフ

が､ 一昨年のクマタカ分離株に続き､ 青森県のサン

プルからウイルスの分離同定を行いました｡ また､

感染経路の究明や産業界等への助言・指導など､ 当

該センターは多方面にわたって大きく貢献致しまし

た｡

一方､ 環境省野生生物保護局のもと､ 高病原鳥イ

ンフルエンザウイルスの野鳥のサーベイランス体制

の強化にも協力し､ 万が一ウイルスが国内に侵入し

た場合には一早く国民に警鐘を鳴らすことができる

よう､ 昨年10月から新体制で国内の監視を実施して

います｡

また､ 文部科学省が鳥インフルエンザなどの感染

症に対応するために企画した ｢新興・再興感染症研

究拠点形成プログラム｣ においても､ 引き続き長崎

大学熱帯病医学研究所とともに､ ベトナムを拠点と

した共同調査研究を継続して実施しています｡

今年度は専任部門である病態学研究部門の新矢恭

子准教授 (神戸大学医学部に異動) の後任として､

ウイルス学の専門家である笛吹達史助教を迎え､ ス

タッフ合計８名のフル体制で目標達成に向けて活動

しております｡

(センター長 伊藤壽啓)

同窓会員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｡ 乾燥地研究センターの近

況についてご報告させて頂きます｡ まず残念なお知

らせですが､ 長年研究・教育にご尽力された緑化保

全部門の山本太平教授および玉井重信教授が定年退

職されました｡ また､ 縄田浩志准教授が総合地球環
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境学研究所に転出され､ その後任として JICA (国

際協力機構) より安藤孝之准教授をお迎えしまし

た｡ 当センターでも組織改編が進み､ 各部門の下に

設置されていた従来の分野が無くなり､ 農学部と同

様に一教員一分野制になりました｡ また､ 乾地環境

部門と総合砂漠化対処部門がそれぞれ気候・水資源

部門と社会経済部門に改称されるとともに､ 保健・

医学部門が新設されました｡ その結果､ 気候・水資

源部門の篠田雅人教授､ 安養寺久男教授､ 木村玲二

准教授 (Ｍ平８年修了)､ 安田裕准教授､ 生物生産

部門の恒川篤史教授 (センター長)､ 坪 充准教授､

安 萍准教授 (Ｄ平14年修了)､ 伊藤健彦助教､ 井上

知恵助教 (Ｄ平16年修了)､ 辻 渉助教､ 緑化保全部

門の井上光弘教授 (昇任)､ 山中典和准教授､ 社会

経済部門の安藤孝之准教授､ 保健・医学部門の大谷

眞二特任准教授という体制になりました｡

その他の大きな動きとしましては､ 21世紀 COE

プログラム ｢乾燥地科学プログラム｣ に引き続き､

グローバル COE プログラム ｢乾燥地科学拠点の世

界展開｣ にも採択されました｡ 本プログラムでは､

ICARDA (国際乾燥地農業研究センター､ シリア)

およびDRI (砂漠研究所､ アメリカ) と連携し､ 研

究・人材育成およびそれらのネットワーク形成を推

進しているところです｡ また､ 中国科学院水土保持

研究所との拠点大学交流事業も第２段階の３年目を

迎え､ ますます研究が進んでおります｡ 今後とも同

窓会員の皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願

い申し上げます｡ 当センターは湖山のキャンパスか

ら離れておりますが､ ご来学の折には是非お立ち寄

り下さい｡

(辻 渉・Ｄ平17年修了)
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平成20年10月より害虫制御学研究室の助教として

赴任しました｡

岐阜大学にて農学博士を取得した後､ 農業環境技

術研究所 (つくば市)､ ＪＴ生命誌研究館 (高槻市)

で昆虫を題材にした研究に従事してきました｡ 専門

は化学生態学で､ 害虫制御に関連が深いところで

は､ フェロモントラップを使ったモニタリング手法

の開発､ 合成性フェロモンによる交信攪乱など､ 性

フェロモンを利用した害虫防除を主な研究テーマに

しています｡
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平成18年４月１日付で環境共生科学コース水圏環

境評価学分野に赴任いたしました清水克之です｡ そ

れまでは､ 国内外の研究所に勤務しておりました｡

灌漑排水を専門とし､ フィールドを中心とする土

地・水資源の適切な管理に関する研究を行なってお

ります｡ 学生が技術者として必要な専門基礎知識と

その土台となる教養を身につけて社会へ飛び立つ一

助となれるよう微力ながら努力していく所存です｡

何とぞよろしくお願い申し上げます｡

�	 
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2007年10月から環境共生科学コースで緑地防災学

を担当しています｡

これまで､ 九州大学農学部､ 山梨大学工学部､ そ

して本校と渡ってきました｡ 鳥取は私にとって多く

の謎を秘めた土地です｡ 大学では､ 年降水量が2000

㎜を超える地方であるにも関わらず乾燥地研究が盛

んなことが最大の謎です｡ 今後､ 多くの先生方や事

務の方々に協力していただき､ 少しでも多くの謎解

きができればと思っています｡

宜しくお願いいたします｡
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はじめまして､ ６月に着任した片野洋平と申しま

す｡ 特定の法や制度下における人々の遵守形態や実
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態を把握する研究を環境問題を対象として行ってい

ます｡ 人々がどのように法を遵守しているのか､ と

いった視点から実態を考察することが法社会学の基

本的な研究課題となります｡ 今後は鳥取地方におけ

る社会的課題を取り上げながら地域に役立つ学問的

知見を提示していきたいと考えております｡

今後ともどうぞよろしくお願いいたします｡
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平成19年４月１日付で採用され､ 国際乾燥地科学

コースで国際農村開発論等の講義を担当していま

す｡ 専門は農業経営学で､ 以前は国際農林水産業研

究センターで東南アジアの稲作経営や技術普及に関

する研究を行っていました｡ 現在も､ タイやカンボ

ジアで研究を続けています｡ 出身は神奈川県二宮町

で､ 茨城県つくば市に長く住みました｡ 二年目に入

り研究室の学生達も入り､ さらに､ 教育・研究に自

己研鑽をつみたいと思っています｡
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平成19年４月１日付で国際乾燥地科学コースに着

任しました｡ 専門は施設園芸学で､ 特に園芸作物の

連作障害を回避させる栽培技術の開発等を主な仕事

にしています｡ また､ 以前は新潟県農業総合研究所

園芸研究センターで研究員としていろいろな農業問

題に対する現場の仕事を主にしていました｡ この経

験・知識を応用して乾燥地における食糧問題の改善

に貢献していきたいと考えています｡ 今後ともよろ

しくお願いします｡
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2001年３月に鳥取大学大学院連合農学研究科で学

位取得後､ 乾燥地研究センター研究機関研究員､ 日

本学術振興会特別研究員を経て､ 2005年11月に着任

しました｡ 学士､ 修士､ 博士を通して鳥取大学農学

部に在籍していたため､ 生粋の鳥大農学部人となっ

てしまいました｡ 現在は主に､ 乾燥地域に分布する

土壌や水の保全や適切な農地管理について検討して

います｡ 今後とも､ 何卒よろしくお願い致します｡
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私は､ 2005年に東北大学大学院生命科学研究科に

て学位を取得し､ その後乾燥地研究センターにおけ

る２年の研究機関研究員を経て､ 2007年４月に現職

に就きました｡ 学生時代は植物生理生態学を専門と

し､ 大気 CO2 濃度の上昇と植物の繁殖成長につい

ての研究を行っていましたが､ 乾燥地研究センター

異動後に乾燥地の植物の生態に関する研究に着手

し､ 現職着任後も主にモンゴル国､ 中国をフィール

ドとして研究活動を続けています｡
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ほんの 10年前まで私が学生であった頃と比較し

ても､ 現在置かれている大学環境の変わり様は目を

見張る限りです｡ しかしこの激しい変化の中に置か

れても､ しっかりと腰を据えて､ 遠くない将来に日

本のみならず世界の獣医学農学分野で活躍できる､

鳥取大学発の人材づくりのお手伝いをしたいと考え

ております｡ 同窓のみなさまには今後のご指導､ご

鞭撻をよろしくお願いいたします｡
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Ｈ18年４月より､ 鳥取大学農学部獣医学科画像診

断学教室に助手 (現在は助教) として赴任してきま

した柄武志 (つかたけし) と申します｡ 現在､ 動物

病院において小動物および大動物臨床に従事しなが

ら､ 画像診断学分野の教育､ 研究を行なっていま

す｡ 研究テーマは5年間の NOSAI における大動物

診療の経験を活かして､ 乳牛の蹄疾患に対する画像

診断の応用を主に Computed Tomography を用いて

研究しています｡
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2007年７月から鳥取大学でお世話になることとな

りました｡ これまでインフルエンザウイルスに関す

る仕事を続けてきました｡ ここでは新たに細菌に関

する仕事も加わり､ 新たに学ぶことだらけで学生時

代に戻ったような心持です｡ ウイルスと細菌とでは
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アプローチの仕方も手法も大きく異なりますが､

｢フィールドからベンチワークまで｣ をモットーに

宿主－寄生体連関の理解､ 病気のメカニズム解明と

その対策法開発を研究室の学生とともに達成できれ

ばと考えております｡
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Ｈ15年８月１日付で本学に赴任いたしました辻野

久美子です｡ 出身は兵庫県西宮市､ 甲子園球場のす

ぐ近くで､ 阪神タイガース ｢六甲おろし｣ を子守唄

にして育ちました｡

出身大学の大阪府立大学では獣医病理学教室に席

をおき､ 病理組織学的研究を行いました｡ 卒業後

は､ 基礎病理学の研究に進むため大阪大学医学部に

進学し､ 博士号を取得しました｡

現在､ アトピー性皮膚炎モデル動物であるNC/

Ngaマウスを用いて､ ストレスによるアトピー性皮

膚炎の悪化のメカニズムを､ 肥満細胞に着目して解

明する研究を行っています｡
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平成20年度４月１日付けで鳥取大学に着任し､ 農

学部獣医学科実験動物学分野准教授を拝命いたしま

した､ 竹内崇師と申します｡ 私は平成11年３月に博

士課程を修了し､ １年間の小動物臨床を経て平成12

年７月から島根医科大学 (現島根大学医学部) 実験

動物施設に教務員として採用されました｡ その後平

成16年４月から愛媛大学医学部に助手として赴任し

た後､ 今年度より現職に着いております｡ 皆様には

今後とも宜しくお願いいたします｡
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平成18年10月１日付で獣医生化学研究分野の准教

授として着任致しました浅野 淳です｡ ｢獣医生化

学実習｣ (獣医学科専門科目) や ｢遺伝子工学｣ (農

学部専門科目) などを担当しております｡ 現在､ イ

ンターフェロン誘導性ウイルス感染防御機構の解析

や､ 精子形成関連遺伝子の解析に取り組んでおりま

す｡ 教育・研究を進めていくにあたり､ 同窓諸氏に

おかれましては今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお

願い致します｡
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｢獣医薬物治療学｣ という聞き慣れない研究室

に､ ｢西飯 (にしい)｣ という読みにくい名前の人間

が平成20年度より着任しました｡ 獣医薬物治療学は

薬理学と獣医臨床をつなぐ学問であり､ できたばか

りの当研究室では適切な薬物治療法について研究､

教育する予定です｡ 現在は特に動物の肥満と内分泌

疾患の診断治療に興味を持って研究しています｡ ま

だまだ勉強不足の新米教員ですので､ ご指導ならび

にご支援をよろしくお願いします｡
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平成18年４月１日付で獣医臨床検査学研究室に着

任しました｡ 現在､ ①ラクトフェリンの臨床応用､

②Paramylon (ユーグレナ由来β-(1-3)-D-glucan)

の新規機能､ ③伴侶動物の腫瘍性病変における

S100A4 発現の意義に関する研究を展開していま

す｡ 今後ともどうかよろしくお願い申し上げます｡
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平成18年５月１日付で農学部獣医内科学研究室に

着任いたしました松鵜 彩と申します｡ 平成11年同

研究室を卒業して以来､ 小動物臨床を経験後､ 北里

大学獣医畜産学部 (現：獣医学部) に助手として勤

務し､ その後７年ぶりに教員という形で鳥取大学に

帰ってまいりました｡ 着任してすでに２年半が過ぎ

ましたが､ これまでの経験を生かしつつ教育や研究

に力を注ぎ､ さらに鳥取大学の特色を最大限に生か

せるよう努力していきたいと考えております｡ どう

ぞよろしくお願い申し上げます｡
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私は､ これまで内分泌､ 神経内分泌､ 神経細胞を

対象に､ パッチクランプ法を中心とした電気生理

学､ 細胞内 Ca2＋ 濃度画像解析法､ 分子生物学的な

手法を用いて研究を行ってきました｡ 今後は､ それ

らに加えて､ 獣医学科の特色を生かすべく､ 比較生

理学的､ 行動生理学的なアプローチもしていきたい

と思っております｡ また､ これまで専門家として関

わってきた多岐に渡る領域を整理し直し､ 体系的に
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生命機構の巧妙さ､ 生理学のおもしろさ､ を学生諸

君に伝えていきたいと考えております｡
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獣医生化学研究教室は平成17年度に基礎獣医学学

科目内に開設され､ 現在､ 浅野 淳先生と２名で担

当しております｡ 担当授業科目は生化学と放射線生

物学で､ ２年生の学級担任を担当しています｡ 研究

内容は精子形成機構に関与する遺伝子の網羅的スク

リーニングと機能解析､ 内分泌撹乱物質による遺伝

子発現変動の解析を行っています｡ 将来はこれらの

遺伝子をバイオマーカーとして環境有害物質の検出

系を構築することをめざしています｡
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平成18年４月１日付で獣医繁殖学教室に着任しま

した永野と申します｡ 獣医繁殖学教室は平成16年に

設立されたばかりの新しい教室で､ 家畜の増産や野

生動物の保護といった動物の生殖にかかわる研究を

行っています｡ 鳥取は畜産の盛んな県ですので､ 地

域に貢献できるような研究を行うとともに､ 産業動

物分野を専門とする獣医師を数多く輩出できるよう

努力したいと思います｡ 今後ともご指導のほどよろ

しくお願いいたします｡
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獣医学科､ 基礎獣医学領域､ 応用動物学分野の山

下です｡ 鳥取大学には平成19年度４月に大学院を修

了後すぐに採用されました｡ 研究テーマは､ 哺乳動

物卵子の卵子成熟､ 排卵過程の分子生物学的手法を

用いた解析になります｡ この研究を通じて得られた

見地を基に､ 哺乳動物卵子の体外成熟率を向上さ

せ､ 家畜の効率的生産､ 希少動物や野生動物の保

存､ あるいは人の高度生殖補助医療への応用を目指

し､ 教育研究活動を行っています｡
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会員の皆様におかれましてはますますご活躍のこ

ととお慶び申し上げます｡

私こと 昭和46年に鳥取大学・農業工学科を卒業

後､ メーカー､ そして埼玉県にある研究機関を併せ

て34年余りを過ごしました｡ そして､ 大学 (農学部

附属フィールドサイエンスセンター) に採用され､

早３年目に入ったところです｡ 雪の多い平成18年１

月の着任でした｡ 鳥取駅前のビジネスホテルの窓か

ら音もなく積もっていく雪を眺めた記憶が残ってい

ます｡ 今年の雪はどうでしょうか｡

時の流れはどんどん早くなっている気がします｡

時は時間軸の長さを自ら変えていく力を持っている

のでしょうか｡ ｢オールドルーキー｣ と会報28号に

書かせていただきましたが､ もはやルーキーではな

くなってしまいました｡ 生物生産機械学分野を担当

しています｡

社会での経験をどんどん後輩に移植していきたい

と思っています｡ 不必要なものは捨ててくれると期

待しています｡ 会員の皆様にはその後輩達がお世話

になることになることが多いかと思いますが､ どう

ぞ宜しくお願いいたします｡
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平成19年６月１日付けで､ 農学部附属鳥由来人獣

共通感染症疫学研究センター教授を拝命いたしまし

た｡ 専門は獣医ウイルス学および感染症学で､ これ

まで鶏ウイルス感染症の分子疫学と病原性の分子基

盤について研究を行ってまいりました｡ 鳥取大学で

はこれまでの経験を生かし､ インフルエンザウイル

スを中心とする鳥由来人獣共通感染症の地球規模で

の動態解明に向け､ 微力ながら尽力していく所存で

す｡ どうぞよろしくお願いいたします｡
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｢うすい｣ と読みます｡ この春に新任として鳥取

にやって来ました｡ 以来､ 暑い夏が過ぎ､ 秋が来

て､ もうすぐ冬を迎え､ 冬を乗り切れば１年が経ち

ます｡ この１年は私にとって始まりの年です｡ 今後

のための盤石の土台を築く年と想定し､ じっくり焦

らず取り組むつもりです｡ さて､ これまで主に研究

活動を通して職務に励んできましたが､ 今のとこ

ろ､ 経過した時間以外に土台と自覚するものがあり
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ません｡ 焦りを､､､ 感じ始めています｡
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平成17年４月に新設された附属菌類きのこ遺伝資

源研究センターに着任いたしました｡ 専門は菌類分

類学です｡ きのこ類を求めて､ 全国各地さらに海外

に出かけ､ きのこ類を収集し分類するとともに､ 遺

伝資源として蓄積しております｡ 日本に分布するき

のこ類の全容解明と世界最大のきのこ類遺伝資源バ

ンクの確立という夢に向かって､ 菌類きのこ遺伝資

源の分類・保存に関する研究と人材育成の第一歩を

踏み出したところです｡ よろしくお願いいたしま

す｡
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平成18年８月に25年以上働いた関西の民間企業か

ら鳥取大学に移ってきました｡ 専門は自然生態系に

おける植物の菌根共生現象の実態解明と菌根菌の有

効利用技術開発です｡ ランや無葉緑植物などの希少

植物の保全､ 植物の環境ストレス耐性促進､ 食用菌

根菌栽培技術開発などの菌根菌関連研究を手がけて

います｡
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農芸化学科農産製造学研究室当時､ 市川吉夫教

授､ (故) 細井登助教授､ 北本豊講師にお世話にな

りました｡ そこで ｢きのこ｣ を卒論の材料にしたこ

とが縁となり､ (財) 日本きのこセンター菌蕈研究

所に30年近く勤務し､ この４月より本学に着任しま

した｡ きのこ馬鹿に近い人間が慣れない教育に携わ

ろうとしているわけですが､ 若い学生たちの発展を

多くの同窓生の方とともに手助けできればと強く感

じています｡ どうかよろしくお願い致します｡
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平成20年４月１日に農学部附属菌類きのこ遺伝資

源研究センター機能開発研究部門に着任いたしまし

た霜村です｡ 平成4年に本校大学院連合農学研究科

を修了し､ (財) 日本きのこセンターにお世話に

なった後､ 着任いたしました｡ 本農学部の学生に

は､ 開発研究する上で重要な､ 応用研究の視点そし

て実践力について微力ながら教えていきたいと思っ

ています｡ 今後とも社会との接点を意識しながら教

育・研究を行っていく所存でございます｡ どうぞよ

ろしくお願いいたします｡
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平成18年に附属菌類きのこ遺伝資源研究センター

に着任した須原弘登です｡

担子菌類を中心に遺伝子資源の収集とそのデータ

ベース化をおこなっています｡ 研究テーマは担子菌

類の分子系統の解明や DNA 配列による担子菌類の

種同定システムの構築です｡ また､ 担子菌類を用い

た難分解性環境汚染物質の浄化に関する研究も行っ

ています｡ 担子菌類は未知・未発見の種が多く､ 見

た事もない種に出逢うことが日々の研究の喜びで

す｡

生物生産科学コース

黒 木 克 翁 (４年)

私は鳥取大学に入学し､ 研究分野の一番広いと感

じた生物生産科学コースに入りました｡ そこで園芸

学と出会い､ 落葉果樹であるニホンナシの休眠機構

に興味を持つようになりました｡ それから､ 二十世

紀の産地として有名な湯梨浜町東郷のナシ農家へ

ファームステイをして農家の存在の大きさを学びま

した｡ ありきたりですが､ 農家があっての農業､ 農

家の方が栽培を少しでもやりやすくするためにサ

ポートをするのが研究者のあるべき姿であることい

うことを実感しました｡

私は宮崎県出身なのですが､ 宮崎のような温暖な

地域では大量の低温要求量を必要とするニホンナシ

を栽培することは困難です｡ そこで私は､ 品種改良

と化学的打破法の研究を進めています｡ 将来的には

宮崎のような温暖な地域でも安定した栽培ができる

ようなナシの品種､ 技術を開発していきたいです｡
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そして､ 温暖化に伴う落葉果樹産地の北上等の問題

の解決策を提案していければと思っています｡

植物菌類資源科学コース

伊 藤 大 志 (４年)

私は､ 大学に入学する以前からカビやキノコと

いった菌類について興味を持っており､ それについ

て詳しく学んでみたいと思い､ 農学部生物資源環境

学科の教育コースの中から植物菌類資源科学コース

を希望しました｡ このコースでは､ 生物全般に関連

した事柄から始まり､ カビ・キノコなどの真菌や大

腸菌などの細菌に関する詳細な知識について､ また

植物の生理や遺伝資源としての活用ついて講義を通

じて学修してきました｡ さらに､ これらの知識を踏

まえ､ 学生実験として様々な生物系の実験を行い､

その技術を修得してきました｡ 現在､ 農学部附属菌

類きのこ遺伝資源研究センターにおいて､ 同セン

ターに保存されている遺伝資源株の遺伝子情報を解

析し､ それに基づいて遺伝資源株の分類同定を行う

という研究に取組んでいます｡ 私は本大学の大学院

に進学し､ そこで引き続きこの研究を行い､ 大学院

修了後はここで学んだ知識が活かせる研究職に就き

たいと思っております｡

生命圏環境化学コース

陰 山 真 悠 (４年)

私は大学受験のとき環境問題に関することを学び

たいと思って鳥取大学を受験しました｡ 大学に入っ

て最初に学んだことは､ マスコミなど表に出ている

情報は正しいと断定してはいけないということで

す｡ 遺伝子組み換え作物や農薬の問題など今まで自

分が思っていたものとは違うことを講義を通じて学

びました｡ 農学部では食・環境など生活に関わるこ

とを直接学べ､ 講義だけでなくフィールドに出た

り､ 実験したりして体験を通して知識が身について

いったように思われます｡

私は２年次に生命圏環境化学コースに分属し､ 化

学が主のコースなので２年の後期と３年の前期に

様々な実験をしました｡ 実験は難しかったし､ レ

ポートも大変でしたが､ コースの友達同士で助け

合ってこなしてきました｡ 実験を通してどこの研究

室に自分が入りたいか具体的に知ることができ､ ３

年の夏休みには植物栄養学研究室に入りました｡ 研

究室では先輩が親切に実験のことを教えてくださっ

たり､ また研究室でイベントを皆でしたりして楽し

い時間を過ごしています｡ 卒業論文は思った以上に

大変ですが､ 頑張って行きたいと思います｡

環境共生科学コース

福 島 未 希 (４年)

私は今の自分に大変満足しています｡

今､ この４年間を振り返ってみると､ 様々なこと

を体験して､ 様々な人達と出会いました｡

私が思うに鳥取大学の農学部に入学しようとする

人の多くは､ ｢乾燥地に興味があり､ 自分にも何か

やれることがあるはず｣ という強い思いを持ってい

ます｡ 私もその一人でした｡

でも入学後の一時期に､ 学校生活のあまりの忙し

さや､ 土壌劣化､ 水不足､ 食料不足などの乾燥地の

問題の多さなどを知るうちに､ 最初に持っていた信

念を失いかけようとしていました｡

しかし､ 同じ志を持って入学してきた友達､ また

は乾燥地に行って現状を知り､ もう一度大学に入っ

て勉強しようとしている友人､ 自分の研究を語ると

きにキラキラ輝いている先生方から教わるうちに失

いかけていた強い気持ちが不死鳥のごとく蘇ってき

ました｡ そして徐々に ｢乾燥地の問題全部は解決で

きないまでも､ 塩類集積等の問題解決に向けて貢献

したい｣ という強い意志を持つようになりました｡

私が農学部の4年間で得たもの｡ それはこの強い

意志であり､ これこそが私をここまで導いてきたも

のであり､ 今の私を作ってくれたと思います｡ この

強い意志を持てるように育んでくれた農学部が､ 私

は大好きです｡

フードシステム科学コース

礒 江 祥 平 (４年)

農業者の高齢化や担い手の不足､ また､ 全国に約

38万haあると言われる耕作放棄地の問題等､ 日本農

業を取り巻く現状は深刻なものとなっています｡ こ

のような問題を解消する為､ 以前は農業と関連の薄

かった一般法人を､ これからの農業の有力な担い手
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として推進する政策である ｢農業生産法人制度｣

｢特定法人貸付事業｣ 等が採られることになりまし

た｡ これらの制度によって､ 近年の公共事業減少に

より､ 公共事業の依存体質の脱却を図る建設業者を

中心として､ 全国的に農業参入が増加し始めていま

す｡

私は､ 新しく農業に参入した企業が､ 今後の自社

の経営にどのような展望を持っているのか､ 又､ こ

のように農外企業が農業に参入することにより､ 日

本の農業が問題としている慢性的な担い手の不足等

が長期的に解決されるのか､ という点に興味を持

ち､ 現在､ 鳥取県内の農業参入企業を対象として､

農業参入企業の実態､ 地域農業の新たな担い手とし

ての今後の展望､ 及び､ 農業参入に伴う地域への影

響を調査しています｡

国際乾燥地科学コース

川 口 子 葉 (４年)

“国際的な仕事をして､ 人々の役に立ちたい”私

は､ 高校生の頃からずっとこの夢を抱き続けていま

す｡ 鳥取大学では､ 自分の興味があることだけに限

らず､ 様々な分野の講義を受けることによって､ い

ろいろなことを深く知り､ 物事の繋がりについて深

く知りました｡ そのことは､ 私にとって学ぶ楽しさ

を覚えると同時に多くの幅広い知識を得ることとな

りました｡

フィールドでの農業実習では､ 初めて一から自分

の手で野菜を育てました｡ この経験を通して､ 収穫

の喜びだけではなく､ 作物生産者の苦労や､ 今まで

感じていなかった食物に対する有難みを知りまし

た｡ また初めて訪れたメキシコでは､ 講義でしか感

じられなかった乾燥地を肌で感じ､ 自分自身で非常

に納得できる体験でした｡ これらのことの他にも､

農学部では数え切れないほどの様々な経験を得まし

た｡ 農学部に学び､ 私の夢は今でも変わりません

が､ 夢への思いはより強いものとなりました｡ 今後

は大学で学んだことをこれからの人生に活かしてい

きたいです｡

獣 医 学 科

守 道 剛 (６年)

このたび同窓会会報第30号に寄稿させて頂くこと

になり大分緊張しているのですが､ 簡単ながら農学

部に学んだ学生生活について振り返ってみたいと思

います｡

低～中学年では獣医療に関わる実践的な実習を数

多く体験し､ 今まで以上に学問に対する興味が沸き

ました｡ 研究室に所属してからは様々な先生方､ 先

輩､ 同級生､ 後輩達の手を借りながらより専門的な

学問を研究する事ができ､ 非常に有意義な経験をさ

せて頂きました｡

私は６年間という少し長い学生生活を送らせて頂

いたわけですが､ その分大学でしか味わえない貴重

な思い出も多く残せました｡ それは先輩や後輩との

バカ騒ぎだったり､ 飲み会の場での先生方のあられ

もない姿だったり､ 卒論､ 国試を迎える緊張感だっ

たり・・・どれもが本当に大切な自分の財産です｡

卒業後は鳥取大学での貴重な財産を糧に､ ｢鳥大卒｣

として誇りを持って社会に貢献できるような人材に

なれるよう頑張りたいと思います｡

山 下 和 人 (Ｖ昭62年卒)

2008年６月１日 (日)､ 札幌市で第10回北海道支

部総会が開催された｡ 総会には､ 特別会員４名､ 会

員13名､ そして本部から南 三郎副会長 (Ｖ昭45年

卒) が出席された｡ 村田修身支部長が議長に選出さ

れ､ 幹事澤向豊 (Ｖ昭43年卒) から２年間の事務お

よび会計報告､ また監事角厚志 (Ｂ昭34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 (2010年６月) までの活動計画､

新規予算および支部規約の一部改正が提案され､ こ

れらの案件も承認された｡ 今後２年間の役員とし

て､ 支部長村田修身 (Ｆ昭32年卒)､ 副支部長井上
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詳介 (Ｖ昭39年卒)､ および監事角厚志 (Ｂ昭34年

卒) の現役員が再任され､ 新たに幹事に山下和人

(Ｖ昭62年卒) および監事に小野智昭 (Ｖ昭43年卒)

が任命された｡ なお､ 2008年６月に本支部で把握し

ていた会員数は､ 特別会員９名､ 一般会員63名；農

学３名､ 農芸化学５名､ 獣医29名､ 林業15名､ 農業

工学 (土木) ７名､ 農業経営 (総農) ４名であった

が､ 2008年度版鳥取大学農学部同窓会会員名簿を基

に新たな道内生活者の動向を把握したい｡

議事終了後､ 南教授から独立法人化５年目の母校

の近況説明があった｡ 本学では､ 『アウエアネスを

もった学生づくり教育』 をはじめとする多くの教育

研究プログラムが採択され､ これらの外部資金導入

によって鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター､

フィールドサイエンスセンター､ 菌類きのこ遺伝資

源研究センター､ 鳥取大学動物病院などの充実した

教育研究施設が維持されている様子を聞き入った｡

懇親会では､ 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｡

また､ 南教授が持参された“強力”を飲み交わしな

がら､ 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｡

森 田 利 夫 (Ａ昭41年卒)

関東同窓会の平成20年度総会及び懇親会は､ 10月

４日 (土) の11時30分から東京都千代田区霞ヶ関の

法曹会館において開催され､ 会員24名が出席しまし

た｡

総会では､ 本部からフィールドサイエンスセン

ター教授の中田先生をお迎えし､ 大学の最近の様子

等を伺いました｡ その後19年度事業及び会計報告､

会計監査報告､ 役員改選を手早く片付け､ 記念写真

撮影から懇親会へと移り､ 13時30分まで楽しい語ら

いの場を持つことができました｡

新役員は､ 会長：森田利夫 (Ａ昭41年卒)､ 副会

長：植田昌明 (Ｅ昭33年卒)､ 山根康義 (Ｖ昭34年

卒)､ 厨子進 (Ｃ昭42年卒)､ 横井茂 (Ｆ昭47年卒)､

佐藤紳 (Ａ平４年修了)､ 幹事：三重野信 (Ｎｆ平

４年卒)､ 小倉茂 (Ｎｆ平６年卒) の８名です｡

また､ 中田先生から大学案内パンフレット５種と

10月22日にキャンパス・イノベーションセンター東

京で開催された梨関係のイブニングセミナーのご案

内をいただきました｡

ところで､ 開催曜日・時間については従来から頭

を悩ませてきたとことですが､ 若手・現役会員と高

齢・遠距離会員両方に配慮し､ 来年からは金曜夕刻

と土曜昼間の交互開催とすることになりました｡ 加

えて､ 10月の夕刻は暗くなりますので､ 開催時期を

６月の最終金・土に繰り上げることになりました｡

安 井 芳 明 (Ａ昭45年卒)

同窓会支部の活動はしばらく……いや多分長く休

んでいました｡

2000年富山国体の折､ ｢頑張れ､ 鳥取県｣ のささ

やかな横断幕で､ 開会式の前夜､ 鳥取県体協の浜崎

会長外役職員と私ども有志５人がお酒を介して懇談

をしました｡ これらの段取りをなされたのは､ 熊西

(Ｖ昭38年卒) 夫妻であり､ 鳥取市生まれの奥様の

骨折りです｡ 翌年から､ 熊西さんが支部長として会

員の親睦を暖める活動が､ 鳥取に縁りのある女性を

含めまして始まり､ 今日に至っています｡

集まってくる者は20人程､ 皆さんに共通している

のは､ 砂丘・久松山・大山､ そして湖山キャンバス

で青春を楽しく謳歌したこと｡ 酒がお手伝いする

と､ 文・武・恋に話は盛り上がり､ 若返り､ 時の流

れが鈍くなります｡

支部活動も軌道に乗るのを見計らって､ 新しく長

谷川 (Ｃ昭40年卒) さんが､ 支部長として元気を出
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して､ ハッパを懸けています｡

平成20年度の支部定例会は､ 本部から尾谷先生を

お迎えし､ 11月15日に富山市で開催しました｡ 尾谷

さんからは､ 様変わりしてきた大学と農学部､ そし

て先陣の功績の元に､ 類を見ない領域で伸びる農学

部の話をいただいた｡ 尾谷さんは私の同輩でもあ

り､ 頼もしい限りです｡ 益々のご尽力をお願いしま

す｡

来年も定例会をやりましょう｡ 皆んな集まってき

て下さい｡

永 田 進 (Ｖ昭37年卒)

鳥取大学農学部同窓会愛知県支部 (愛知砂丘会)

の第16回定時総会・懇親会が平成20年10月18日

(土) 午後５時から､ 名古屋市内のアイリス愛知に

おいて､ 本部より農学部フィールドサイエンスセン

ター中田昇教授の來名を得て開催されました｡

総会は事業報告､ 会計報告､ 更に次期役員 (案)

の各議案が提出され､ すべて原案どおり承認されま

した｡

なお､ 次期役員に付きましては支部長､ 副支部長

２名のうち１名と幹事14名のうち３名の方々が新役

員に選任され､ 残りの副支部長１名を含む役員12名

は留任となりました｡ 続いて中田先生から大学の近

況報告を頂き､ 母校の今の状況を一同興味深く耳を

傾けました｡

総会後の懇親会は､ 本会の最長老である斉藤哲夫

様 (Ａ昭20年卒)の乾杯の発声で始まり､ 中田先生

が遠路を携えてみえた地酒 ｢強力｣ が披露されまし

た｡ 地酒 ｢強力｣ は､ かって山陰地方で広く作付け

されていましたが収量が少ないことから姿を消し､

その幻の酒米用の種子が大学の研究室に保存されて

いるのが見つかり新たに栽培され､ 地元の蔵元が復

活させ､ 幻の地酒 ｢強力｣ としてよみがえったもの

ということで､ その由来から､ 母校の名前入りのラ

ベルが貼られていました｡ その美酒を味わうことが

出来､ 大変光栄でした｡ 引き続き､ 斉藤哲夫様が持

参された､ 先輩でもあり､ 恩師に当たる元農学部付

属砂丘研究施設長等を歴任された故遠山正瑛教授の

業績を収録されたビデオ (内容：中国内モンゴル自

治区での地球規模の課題とされる砂漠緑化の取り組

み､ NPO ｢日本沙漠緑化実践協会｣ の設立､

NHK ｢プロジェクトＸ｣､ マグサイサイ賞の受

賞・・と最後にご子息が演奏された鳥取高農校歌

等) が約１時間にわたり放映され､ 杯を重ねながら

和やかな歓談の一時を過ごすことが出来ました｡

なお､ 新規転入者は140名で､ 転出等による削除

者が24名で､ 差し引き116名増員とのことです｡ 平

成16年２月に作成された愛知県支部会員名簿に登載

される250名を合わせると､ 合計約366名の大所帯と

なっています｡

最後に､ 今回の出席者は32名でしたが若い同窓生

の参加が多くあり大変活気のある同窓会となりまし

た｡ 今後も多くの参加がある同窓会愛知県支部とし

て存続をしていきたいと思いますので､ 関係各位の

ご支援ご鞭撻を賜りますようお願いし､ 愛知県支部

の報告といたします｡

島 本
(志 摩)

靖 二 (Ｖ昭45年卒)

鳥取大学農学部同窓会京都府支部 (砂丘会) は平

成20年２月９日 (土曜日) に京都市内のＪＲ二条駅

横の京都弥生会館で､ 同窓会本部より林学科37年ご

卒業の作野友康先生のご臨席を賜り､ 隔年を行って

いる総会を開催いたしました｡

10名の物故者の方々のご冥福をお祈りしたあと､

平成18､ 19年度事業報告ならびに会計報告､ およ

び､ 平成20､ 21年度事業計画案ならびに予算案が提
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案され､ 承認されました｡ また､ 役員改選が行わ

れ､ 藤野真澄氏 (Ｂ昭29年卒) にかわって､ 現事務

局長の佐々勁氏 (Ｆ昭39年卒) が新しく支部長に就

任されました｡

続いて､ 参加者全員が記念写真におさまったあ

と､ 懇親会場へ移動しました｡ 懇親会は､ ２年ぶり

の再会の場でもあり､ お互いの近況報告やなつかし

い昔話などで大いに盛り上がり､ あっという間に予

定の時間を過ぎてしまいました｡

ところで､ 京都府支部におきましても､ 会員数に

比べて､ 同窓会出席率が低いという問題がありま

す｡ 特に､ 若手､ 現役世代の出席を促していくこと

が今後の課題であると考えています｡

最後になりましたが､ 全国の鳥取大学農学部同窓

会会員の皆様のご健康と益々のご活躍をお祈りいた

します｡ また､ この支部だよりをご覧の京都府支部

の会員の方々におかれましては､ 次回の同窓会への

ご出席を心よりお待ちしております｡

木 村 吉 春 (Ｂ昭44年卒)

平成20年３月９日 (日)､ 米子駅前の ｢ホテル

ハーベストイン米子｣ において鳥取県西部支部総会

が開催されました｡

西部支部では､ ２年に一度の開催としております

が､ 事務局体制の不備等諸般の都合により延び延び

となり､ ６年ぶりの開催となりました｡

現在､ 西部支部会員は約340名を数えますが､ 総

会出席者は､ 毎回30名程度でやや低調となっており

ます｡

今回は29名の出席となりましたが､ ほとんどが同

じ顔触れであり､ もう少し新たな出席者があればよ

いように思います｡

総会は､ 大森英夫支部長 (Ｖ昭19年卒) のあいさ

つの後､ 本部から御来賓としてお迎えした田邉賢二

副会長から鳥取大学の近況についてご報告いただき

ました｡

次いで､ 事業報告､ 収支決算及び事業計画と収支

予算案､ 役員改選を行いました｡

新役員として､ 支部長に浦木松寿氏 (Ｃ昭29年

卒)､ 副支部長に遠藤毅氏 (Ｖ昭43年卒､ 山田能平

氏 (Ｆ昭44年卒) が選任されました｡

その後､ 懇親会に移り､ 久方ぶりの情報交換､ 近

況報告等和やかで楽しいひと時を過ごし次回の再会

を期して散会しました｡

八 澤 弘 志 (Ｅ平２年卒)

同窓会員の皆様には益々のご活躍のこととお慶び

申し上げます｡

さて､ 島根県支部は昭和60年に設立され､ 以来23

年が経過しましたが､ 現在500名を超える会員数を

数え､ 支部の活動として隔年毎の総会の開催､ また

会報､ 会員名簿の発行等を行っています｡

今年は総会を開催する年にあたり､ 去る平成20年

11月15に松江市の ｢大橋館｣ で､ 本部から山口武視

先生 (Ａ昭58卒) をお迎えして､ 総勢37名で盛大に

執り行われました｡

総会では､ 山口先生から農学部の学科変遷を中心

に母校の近況を報告して頂き､ 時代の要請に応えた

母校の変革に会員一同驚かされたところです｡ ま

た､ 役員改選にあたって吉野蕃人 (Ａ昭20年卒) 会

長には､ 後輩へ役を引き継ぐ事が更なる会の発展と

継続に繋がるという思いから退任の意向を示され､

新会長に勝部治郎氏 (Ｖ昭25年卒)､ 副会長に野津

衛氏 (Ｆ昭28年卒：再任)､ 上谷慎二氏 (Ｂ昭30年

卒：新任) が就任され､ 今後２年間新たな体制で支

部の運営が行われることになりました｡ なお､ 吉野

会長には顧問への就任提案があり､ 満場一致で承認

され今後も引き続き後進への指導・助言をお願いす
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ることになりました｡

総会後の懇親会では､ 本部から送っていただいた

鳥取大学と縁が深いお酒 『強力 (ごうりき) 鳥取大

学ラベル』 を出席者全員でおいしく頂きました｡ ま

た､ 芸達者の安達寛氏 (Ａ昭42年卒) による詩吟が

ご披露されたり､ 昔話に花を咲かせたりと実に和や

かなひとときを過ごすことができました｡

平 野 洋 治 (Ａ昭53年卒)

平成20年８月10日に岡山市内で､ ２年に一度の岡

山県支部総会と懇親会が52名の会員出席のもとに開

催されました｡

総会は奥田宏健支部長 (Ｖ昭44年卒) の挨拶には

じまり､ 同窓会本部よりお迎えした南三郎教授 (Ｖ

昭45卒) から母校や同窓会の現状などの御報告をし

ていただきました｡

議事では､ 支部活動報告や会計報告が審議されま

した｡ 続いて役員改選があり､ 平野支部長､ 大塚武

宣副支部長 (Ｖ昭52年卒)､ 西山英利代表幹事 (Ｂ

昭55年卒) をはじめとした新体制が承認されまし

た｡

その後､ 井元乾一郎県議会議員 (Ｂ昭44年卒) に

御挨拶をいただき､ 最年長出席者の忠政亨先輩 (Ｆ

昭29年卒) の乾杯の音頭で懇親会が始まりました｡

会では､ 学科ごとに､ 出席者の自己紹介もあり､

時間が経つにつれて､ 昭和・平成の世代や学科を超

えて､ 大学生活の思い出話や近況報告などで盛り上

がっていました｡

宴の終わりには､ 南教授の歌唱指導のもと､ 高農

校歌､ 寮歌､ 大学歌などの合唱が行われ､ 楽しい時

を過しました｡

次回２年後に支部総会・懇親会を開催しますの

で､ 岡山県内にお住まいの同窓生の皆さんに一人で

も多く参加していただき､ 更なる交流と親睦を深め

ていきたいと思います｡

吾 郷 英 昭 (Ｖ平10年卒)

山口県支部では､ 平成20年７月12日 (土) に山口

市小郡の山口グランドホテルにおいて､ 平成20年度

の総会を開催しました｡ 山邊勝先輩 (Ａ昭47年卒支

部会長) をはじめ､ 羽鳥誠一先輩 (Ｖ昭49年卒支部

副会長) や､ 諸先輩方のご協力を得ながら､ おかげ

さまで45名の方に参加をいただき､ 例年と同規模の

同窓会を開催することができました｡ この場をお借

りして御礼申し上げます｡

さて､ 総会では議事に先立ち､ 今年も同窓会本部

からご来賓としてお迎えした尾谷先生から､ 鳥取大

学の近況について報告頂き､ 参加者一同､ 若かりし

頃を思い出しながら､ 懐古の思いにひたらせていた

だきました｡

その後､ 粟谷芳信先輩 (Ａ昭24年卒) の乾杯の音

頭により､ 盛大に懇親会がはじまりました｡ 懇親会

では､ 同窓会へ入会した美女二人 (中谷美里さん

(Ａ平14年卒今年入会)､ 中常路子さん (Ｖ平19年卒

昨年入会) から諸先輩方へ自己紹介が行われ､ その

後のお二人への質問タイムでは､ 数々の熱烈歓迎の

ラブコールやきわどい質問が浴びせられましたが､

二人はさすが恋多き乙女！？､ すてきな笑顔でおじ

さん達をかわしておりました (笑)｡

また､ 例年､ 当支部では ｢鳥取の思い出｣ と題

し､ 支部会員の皆様にご執筆頂いておりますが､ 今

年度は､ 堀眞雄先輩 (Ａ昭23年卒) から ｢吉方校舎

での思い出｣ についてご投稿頂き､ 皆様にご紹介さ

せて頂いたところです｡ 紙面の都合上､ 皆様にご紹

介できないのは残念ですが､ 今までご投稿頂いた

｢鳥取の思い出｣ を冊子にしてはどうかとのご意見

も頂いたことから､ 現在検討させていただいており

ます｡
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懇親会の最後の締めは､ 粟谷芳信先輩 (Ａ昭24年

卒) の ｢アイン・ツバイ・ドライ｣ の指揮によりま

す ｢鳥取高等農林専門学校校歌｣ と ｢啓成寮寮歌｣

の大合唱を行いました｡

最後に､ 田村茂照先輩 (Ｅ昭26年卒) の中締めに

よりお開きとなりましたが､ 大変､ 盛り上がった支

部同窓会となりました｡

事務局を引き受けての初めての総会・懇親会でし

たが､ 不手際も多く皆様方には大変ご迷惑をおかけ

したと思います｡ 来年はもっと多くの参加がありま

すよう事務局も頑張っていきますので今後ともご協

力をよろしくお願いします｡

田 川 惠 富 (Ｖ昭59年卒)

今では香川県といえば真っ先に ｢讃岐うどん｣ を

思い浮かべる人が多くなりましたが､ 名所・名物は

他にもたくさんあります｡ 海の神様として昔より信

仰を集めてきた ｢こんぴらさん｣､ 源平の合戦で有

名な ｢屋島｣､ 日本三名園にひけをとらない ｢栗林

公園｣ (公園と銘打っていますが､ 決して街中の公

園とはちがいます) などと｡

本年９月28日の県支部総会は､ まさしく風光明媚

な栗林公園に隣接した場所で開催されました｡ 残暑

も和らぎ暖かい日差しのもと､ 大学より南 三郎先

生 (Ｖ昭45年卒) の出席を仰ぎ盛大に開催されまし

た｡ 先生は出張先からの来県で､ 本当にお疲れの中

での出席でした｡

小川支部長 (Ｅ昭30年卒) の挨拶で幕が開き､ 南

先生からは大学の現状､ また､ 同窓会の状況等を資

料を基に話していただき､ ２年ぶりに聞く本学の状

況を新鮮かつ喜びを持って拝聴しました｡ 話の中で

独立行政法人となってからの農学部運営は非常にう

まく行っており､ 黒字経営と聞き個人的に母校はす

ごいものだと感心した次第です｡ 創意工夫､ 地方大

学の特色を出すべく先生方､ 学生たち一丸となって

頑張っているのがよく分かりました｡ 母校が頑張っ

ていることが我々､ 卒業した者にとって何よりの励

みになります｡

貴重な話を聞いた後は懇親会です｡ 乾杯には南先

生が本学より ｢強力｣ という大学オリジナルの日本

酒を持参していただきました｡ これも､ 農学部が作

り出した昔の酒米を復活させて作り出した酒と聞

き､ 出席者一同､ ありがたくいただきました｡ 大学

生協に販売しているとの事で､ 次回鳥取にお邪魔し

た際には､ ぜひ求めてみたいものです｡ 歓談､ 自己

紹介と時間はあっという間に過ぎ､ お互いの旧交を

温めていました｡

香川県支部には現在､ 計110名の会員が所属して

います｡ 今年は農学部の同窓会報が発刊された年で

もあり､ 新しい会員も増えました｡ ただ､ 農学部内

の学科の再編がなされ､ 20年前の名が残るのが獣医

学科のみとなり､ 先輩後輩のつながりが見えなく

なってしまった感がありました｡

参加された皆さん､ ２年後の再会を誓って宴は終

わりとなりました｡

麻 生 昌 彦 (Ｅ昭46年卒)

会員の皆様方にはご健勝にてご活躍のこととお慶

び申し上げます｡

福岡支部事務局より総会のお便りをします｡

平成20年度の支部総会は例年より遅れて､ 博多の

夏祭り ｢山笠｣ 真最中の福岡市で７月12日に開催さ

れました｡ 今年は本部より副会長で獣医学科の南三

郎教授においでいただいたこともあって､ 高田則子

(Ｖ昭56年卒)､ 中原真治 (Ｖ昭58年卒)､ 松野裕樹

(Ｖ平12年卒)､ 岡村敬吾 (Ｖ平14年卒)､ 伊高鈴絵

(Ｖ平17年卒) さんなど獣医学科卒の皆さんを中心

に､ 岡野会長 (Ｆ昭31年卒) など14名の常連さん
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や､ 始めてご出席の怡土康男 (Ａ昭42年卒)､ 山口

雄治 (Ｃ昭52年卒)､ 大塚英隆 (Ｆ平３年卒) さん

に加え､ 長崎から飛び入りの渡辺武紀 (Ａ昭42年

卒) さんなど25名の支部総会となりました｡

総会は会長挨拶､ 事務局から会計等の報告の後､

南先生から鳥取の様子や大学､ 同窓会本部の状況に

ついて話があり､ おみやげにいただいた ｢強力｣ で

乾杯､ 懇親会に移りました｡ 懇親会では皆さんから

近況報告があり､ 芸達者のアトラクションもあって

大いに盛り上がりました｡

ところで､ 南先生から ｢法人｣ として４年目を迎

えた大学運営について､ 教官､ 職員､ 学生さんが一

丸となって厳しい数値評価の中でがんばっておられ

るというお話がありましたが､ 現在のグローバル

化､ デジタル化の中では､ 企業だけでなく大学も含

め､ 様々な分野で働く多くの人々が ｢成果重視｣ の

数値評価にさらされているのかと､ 改めて考えさせ

られました｡

個人や団体の様々な ｢活動｣ を ｢数字｣ で評価す

ることは､ 企業など組織にとっては ｢曖昧な評価｣

を改め､ 目標を明確にし ｢無駄｣ を省いて目的を達

成する有効な方法です｡ しかし､ 人と人との心のつ

ながりが大切な人間社会からみればその ｢曖昧｣ も

｢無駄｣ も意味あることで､ 過度な ｢数値評価｣ は

｢情緒｣ を軽視し人間関係の希薄な社会を生み出す

ように思います｡ 勝手な例えですが､ 化学肥料と農

薬に頼った農業に似ているような気がします｡

一部には同窓会などは ｢お金と時間の無駄｣ と考

える向きもあります｡ 会の運営も形式的では ｢無駄

の効用｣ にも ｢有機肥料｣ にもなりません｡ ｢近況

や昔話そして商談｣ は勿論ですが､ 皆様の協力を得

て悩みや愚痴も気兼ねなく本音で語り､ 互いに助け

合う雰囲気作りができればと思います｡ 福岡支部や

福岡にご縁のある方々のご出席をお待ちしておりま

す｡ 和を持ってよしみの輪を広げましょう｡

本部では新卒者の参加など同窓会の活性化をお考

えのようですが､ 本部と支部の連携と一人でも多く

の参加者が ｢強力｣ で乾杯できますよう､ ご多忙の

ところ恐縮ですがこれまで通り教官の派遣をお願い

いたします｡

多嘉良 功 (Ｖ昭59年卒)

拝啓 会員の皆様についてはますますご清祥のこ

ととお慶び申し上げます｡

さて､ 平成20年度鳥取大学同窓会が平成20年９月

13日 (土) に那覇市 ｢寿々｣ において開催されまし

たので報告いたします｡

今回は台風13号の影響が心配される中､ 離島から

の参加はありませんでしたが､ 遠くは名護からの参

加もあり12名の会員の皆さんの参加を頂きました｡

池田支部長 (Ｆ昭29年卒) の開会の挨拶により始

まり､ 引き続き知花健氏 (Ｖ昭34年卒) による乾杯

の音頭により歓談・会員の近況報告と会は進んでい

きました｡

近況報告では､ 池田支部長から午前は週一回程度

とグランドゴルフに興じ､ 夜は週に二回ほど､ かつ

ての悪童や知人らと酒杯を傾けているというお話が

ありました｡ また､ 支部長を辞退したいという発言

もあり会員の間に激震が走りましたが､ 知花健氏の

懸命の慰留と会員の総意によって今後とも支部長と

して同窓会を支えていただけることになりました｡

平良弘 (工学部電気昭45年卒) さんは今年鳥取を

レンタカーで回ったときすっかり当時のイメージと

違って迷ったときのことの報告がありました｡

写真撮影には間に合いませんでしたが､ 今回初参

加となる佐々木欣也氏 (Ｎ平11年卒) の参加もあり

ました｡ 神奈川県出身の佐々木氏は大学卒業後海外

青年協力隊に参加し､ そのときの研修で８ヶ月間､

沖縄に滞在した際に､ 沖縄の環境や文化に触れて､

協力隊での活動が終わったら沖縄に住もうと思い､

平成15年４月～17年４月までの協力隊の活動を終え

た後､ 17年５月から沖縄に住んでおり､ 現在は(有)

津田塾東風平教室で勤務されています｡

大先輩方と若手の絆を一段と深めつつ会は新興

し､ 那覇の夜は楽しく過ぎて行きました｡

農学部同窓会会報 (30号) 23

�� �� �� �� ��



2009年 (平成21年) ２月１日24

会員の皆様 お元気でお過ごしのことと存じます｡

年明け１月に降ったドカ雪！山が？から這い出してく

る私は大変オージョーしました｡

農学部もやっと改装工事が終了し､ 事務局は４階のガ

ラス張り (ガラス檻？) の部屋に移転いたしました｡ 雪

の合間､ うらうらとした日差しに恵まれた湖山池は地味

ですが､ ひっそりと爽やかでピンとした心地よい風を感

じます｡ 前回の会報で紹介させていただいた鳥取大学ブ

ランド酒“強力・ごうりき”すぐに元祖強力先生よりア

ツい？熱い？メールが届き､ 皆様からもたくさん問い合

わせをいただきました｡ (大学生協にて取り扱っており

ますので､ 直接お問い合わせ下さい｡)

また､ 各支部総会にお土産として持参させていただき

｢ごっつい､ 美味しかった｣ と大変好評を得ております｡

P.3にも掲載いたしましたが､ 同窓会ＨＰが完成いた

しました｡ 是非一度ごらん下さい｡ ｢事務局紹介､ 入れ

んだか？｣ との先生の突っ込みに ｢シワもシミも誇るべ

き？チャームポイントですが､ せめて○年か前にお願い

したかったですぅ…｣ 皆様のご意見､ ご要望お待ちして

おります｡

同窓会事務局アドレス dousou@muses.tottori-u.ac.jp

同窓会ＨＰアドレス

http://www.toridai-nougakudousou.com/index/htm

事務局 北嶋邦恵
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