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あ い さ つ
農学部同窓会会長

朝

倉

晋

同窓会会員の皆様方には、ますますご壮健でご活
躍の事とお慶び申し上げます。また常に同窓会の活
動に対しまして、多大なご支援ご協力をいただいて
おりますことを、心から厚く御礼申し上げます。
今年３月11日の東日本大震災は、日本を揺るがす
未曾有の大災害となり、加えて日本の原子力行政に
も波及する問題ともなりました。またそのうえ９月
の台風12号、15号の災害等日本全土に大きな傷跡を
残しました。日本経済が低迷するなか、１日も早い
復興が待たれるところであります。
このような中、東日本大震災により被害を受けら
れた同窓生に対し、何らかの援助をすべきとの発議
により、被害者からの要望を聞きながら支援につい
ての検討を致しているところであります。
また前号でふれました鳥取大学学友会につきまし
ては、幹事会、役員会で検討した結果、同窓会の全
学的な連携や情報交換等の将来的な展望にたち、学
友会設立に同意することとし、今年７月各学部代表
者参加のうえ正式に鳥取大学学友会が発足致しまし
た。
さて、今年は農学部の前身である鳥取高等農業学

校が大正９年に設立されて以来今年で90周年を迎え
ることとなりました。戦前戦後を通じ幾多の変動を
経過して参りましたが、農学部では10年を節目とし
て記念行事を行っており、10月28日に記念式典、祝
賀会を開催いたしました。
同窓会活動についてでありますが、本同窓会は学
生も含む終身会費制をとり、その基盤が比較的安定
してきたように思います。前回の総会において同窓
会の今後のあり方について検討すべきとの提言もあ
りましたが、会費を同窓会発展のために如何に有効
に使うべきかを検討する必要があると思います。今
年3月の大学卒業式に参列致しましたが、卒業生の
皆さんはいきいきと希望にもえて、社会に巣立って
いかれました。この様な姿をみるとき若い同窓生に
対し心からの祝福と同時に、この若い同窓生の同窓
会への出席が少ないことを残念に思います。この様
な事も含め、今後のあり方について検討を進めたい
と考えています。終りになりましたが、会員皆様の
ご健勝をお祈り致しますと共に、来年は総会の年で
もあります。是非鳥取にお出かけ下さるようお願い
致しましてあいさつと致します。
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は地方の特性を活かし ､ 地域貢献かつ国際貢献につ

農学部長あいさつ

ながるような特徴ある教育研究を進展させてきまし
た。その代表的なものが乾燥地農業、菌類きのこ ､
日本梨 ､ 鳥インフルエンザに関する教育研究であ

農 学 部 長

北

村

義

り ､ 前二者は世界トップレベルの教育研究拠点形成

信

を目指す「グローバル COE プログラム」に採択さ

同窓会のみなさまにおかれましては ､ ますますご

れるなど、地方大学としては非常に健闘していると

清祥のこととお慶び申し上げます ｡ また、このたび

いえます ｡ また ､ 多くの教員が鳥取の地の利を活か

の東日本大震災により被災された皆様には、心より

した教育研究に取り組んでおり、地域貢献・国際貢

お見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早

献に努めています ｡ 今後もこの方向性を全面に出し

い復興をお祈り申し上げます。

て、鳥取大学農学部のカラーを国内のみならず国際

私は、平成 23 年４月より学部長を勤めさせてい

的にもアピールしていきたいと考えています。

ただいています ｡ 昭和 46 年３月に鳥取大学農学部

昨年度は農学部附属動物医療センターの増改築工

農業工学科を卒業後、農林水産省に入省し、構造改

事が完了し、MRI、CT を備えた動物の高度医療セ

善局、近畿農政局、東北農政局、農業工学研究所、 ンターとして新しくスタートしました。今年度は附
国際農林水産業研究センター（JIRCAS）などを経

属菌類きのこ遺伝資源研究センターの増築工事が

て、縁あって平成８年４月に鳥取大学（乾燥地研究

12 月の竣工を目途に進められております。完成の

センター、平成 13 年７月より農学部）に赴任して

あかつきには、世界最大級の豊富な菌類きのこの遺

以来 ､ 早いもので 15 年を経過しました。その間 ､

伝資源を保持するセンターのさらなる充実と躍進が

同窓会・農学部のみなさまには大変お世話になりま

期待されます。

した。今後は ､ 学生時代４年間の恩も含めまして、

鳥取大学農学部は、90 年を超える長い歴史とよ

その恩返しとしてよりよい農学部にするために邁進

き伝統を今後も保ちながら、時代のニーズに対応し

努力する所存です ｡

た新しい教育研究にも果敢に挑戦し ､21 世紀の農学

さて ､ 国立大学が法人化されてから７年が経ち、 部のあるべき姿を教職員一丸となって追究していき
２期目の２年目に入りました ｡ この間 ､ 少子化・18

たいと考えています ｡ 同窓会のみなさまの今後のま

歳人口の減少、長引く経済不況と相まって多くの地

すますのご発展を心から祈念すると同時に ､ 鳥取大

方大学が経営面でも ､ 受験生確保の面でも厳しい状

学農学部に対して変わらぬご支援 ､ ご鞭撻をなにと

況に置かれています ｡ そんな中で ､ 鳥取大学農学部

ぞよろしくお願い申し上げます ｡

役

員

会

報

告

役員会が平成 23 年６月 10 日（金）の 18 時から、 たために、この後任でした。３名の挨拶後、議長と
白兎会館において役員 31 名が出席して開催されま

して朝倉晋会長を選出して、報告・協議に入りまし

した。

た。報告・協議の内容は次のとおりでした。

役員会では、朝倉晋会長の挨拶後，北村農学部長、

まず第 1 に、平成 22・23 年度中間事業報告を学

尾谷（新）学内副会長の挨拶がありました。尾谷
（新） 内幹事の古塚（Ｂ昭 51 年卒）が行いました。この
学内副会長は北村学内副会長が農学部長に就任され

内容ですが、平成 23 年３月の卒業式は県民体育館
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を利用しました。このために、卒業式援助について

村農学部長から報告がありました。３月 27 日（日）

は、例年、後援会と共同で行ってきたホテルでの祝

に各学部の同窓会を結ぶ組織として「鳥取大学学友

賀会を今回は止めて、軽食とお菓子を卒業生・修了

会」が発足した、ということでした。第５に、その

生に配った、ということでした。また、卒業生、新

他ですが、次の要望がありました。今回の震災に関

入生への記念品贈呈については、名刺型 USB メモ

連して、同窓会会員と、学生の家族の被災状況をで

リーを卒業・修了生に、ストラップを新入生に贈っ

きるだけ早く把握して、被災された方々に対し同窓

た、ということでした。第２に、平成 22・23 年度

会としてどう対応するかを決めて欲しい。というこ

中間会計報告を竹内学内幹事（Ｖ昭 61 年卒）が行

と。また、90 周年記念事業について経費計上をど

いました。この内容ですが、「収入の部」の「会費」 のようにするか、という質問があり、このことにつ
について、終身、一般、新入生に分けて報告があり

いては、最終的には、幹事会に一任するということ

ました。また、「支出の部」の「会議費」と「広報

でした。このほかにも農学部に関連して多くの意見

記録費」について、支出が予算を上回っている理由

や質問がありましたが、紙幅の都合上割愛させて頂

の説明がありました。第３に、鳥取大学農学部創立

きます。役員会終了後、懇親会が開催され、ホテル

90 周年記念事業について、北村農学部長から報告

職員が会場の後片付けを済ませるまで長時間話に花

がありました。農学部と協力して 11 月４日（金）
（後

が咲きました。

日、10 月 28 日（金）に変更）に実施する、という

（古塚秀夫・Ｂ昭 51 年卒）

ことでした。第４に、鳥取大学学友会について、北

平成 22・23 年度中間事業計画
１．定期総会（平成 22 年５月 29 日）

C 昭和 34 年

C 昭和 35 年

F 昭和 37 年

２．会報発行（第 32 号…平成 22 年 10 月）

C 昭和 20 年

A 昭和 32 年

A 昭和 43 年

３．支部活動等

F 昭和 35 年

C 昭和 40 年

C 昭和 38 年

支部総会

４．卒業式援助（平成 23 年３月 18 日）

14 支部

鳥取西部支部 (H22.4)
滋賀県支部 (H22.5)

北海道支部 (H22.5)
関東支部 (H22.6)

５．慶弔事
弔電

岡本忠夫氏 (A 昭和 13 年 )

熊本県支部 (H22.6) 香川県支部 (H22.7)

竹村法道氏 (E 昭和 53 年 )

岡山県支部 (H22.8) 山口県支部 (H22.8)

盛岡定芳氏 (V 昭和 22 年 )

福岡県支部 (H22.8) 愛知県支部 (H22.11)

武井直己氏 (V 昭和 34 年 )

鳥取中部支部 (H22.11) 宮崎県支部 (H22.12)

６．卒業生、新入生へ記念品贈呈

静岡県支部 (H23.1) 島根県支部 (H23.2)

７．学友会設立役員会（平成 23 年３月 27 日）

クラス会

８．その他

９ｸﾗｽ

会 員 の 皆 様 へ
現住所、勤務先等変更がございましたら、下記住所、アドレスまで連絡くださいますよう
お願い申し上げます。
〒６８０−８５５０ 鳥取市湖山町南４丁目１０１
ＴＥＬ ０８５７−２８−９２６２
メールアドレス dousou@muses.tottori-u.ac.jp
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平成 22・23 年度中間会計報告

（１）一般会計
収入の部
科
目
前年度繰越金
入会金

平成 23 年３月 31 日
（円）
予

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
卒業祝賀会
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
予備費
合
計
収入額 16,821,292 円

算 額
1,352,118
2,300,000
26,330,000
17,882

収入済額
1,352,118
1,210,000
14,257,050
2,124

30,000,000

16,821,292

差引残額
0
1,090,000
12,072,950
△ 15,758

備

考

平成 22 年入学
終身 1,823,460（73 件）
一般 1,543,590（317 件）
新入生 10,890,000（242 件）

13,178,708
（円）

予

算 額
支出済額
差引残額
500,000
53,731
446,269
600,000
164,302
435,698
700,000
755,159
△
55,159
2,500,000
1,050,880
1,449,120
1,200,000
690,000
510,000
6,000,000
2,778,000
3,222,000
4,000,000
2,022,010
1,977,990
100,000
12,523
87,477
1,400,000
556,770
843,230
1,000,000
616,533
383,467
2,000,000
628,676
1,371,324
500,000
581,430
△
81,430
2,000,000
916,545
1,083,455
700,000
300,000
400,000
100,000
0
100,000
1,500,000
750,000
750,000
100,000
50,000
50,000
5,000,000
0
5,000,000
100,000
0
100,000
30,000,000
16,821,292
13,178,708
− 支出額 11,926,559 円 ＝ 4,894,733 円

備
考
事務用品、コピー代等
電話料、郵送料等
幹事会、役員会
支部総会出席旅費
14 支部、9 クラス会
賃金、事務謝金
会報第 32 号
弔電料
平成 23 年 3 月
平成 22 年 5 月 29 日
総会出席旅費等
パンフレット、HP
卒業生、新入生記念品
7 コース (@100,000)
新入生買取分
平成 22 年度分

（２）終身会費積立金
＜収入＞
（円） ＜支出＞
（円）
科
目
予算額
収入済額
備考
科
目
予算額
支出済額
備考
前年度繰越金 60,273,617 60,273,617
高農講堂門・胸像移設設置費
4,000,000 3,158,420 H22.4
一般会計より 5,000,000
0
高農 DVD 製作費
6,000,000 5,639,340
預金利息
126,383
75,259 定期預金
高農 DVD 送料他
0
172,931
合
計
10,000,000 8,970,691
DVD 売上金
0
457,000 @1,000
合 計
65,400,000 60,805,876
収入済額 60,805,876 円−支出済額 8,970,691 円＝ 51,835,185 円
（３）基本財産
（円） （４）退職積立金
科
目
予算額
収入済額
備
考
科
目
予算案
前年度繰越金 12,500,071 12,500,071 定期預金
前年度繰越金
809,753
預金利息
99,929
19,955
一般会計より
100,000
合
計
12,600,000 12,520,026
預金利息
1,247
合
計
911,000

（円）
考

収入済額
備
809,753 定期預金
50,000 平成 22 年度分
828
860,581
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動されました。また、岩瀬剛二教授（菌類資源生態
学）、須原弘登講師（菌類分子系統学）が退職され、
後任として、中桐昭教授（菌類多様性学）と早乙女
梢助教（菌類系統学）が着任されました。お二人と
生物資源環境学科
も分類学の分野（菌類）で国際的な実績をお持ちで
あり、これまでの経験を本コースの教育に生かして
生物生産科学コース
頂けるものと期待しております。異動の結果、お二
同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。生 人に田中浄教授、田中裕之准教授（A 平 8 年修了）、
物生産科学コースでは 3 月に約 40 名の卒業生、修 上中弘典准教授、岡真理子講師、會見忠則教授、前
了生を送り出し、4 月に新たに 2 年生 39 名を迎え、 川二太郎教授（A 昭 53 年卒）、霜村典宏准教授（A
学部、修士課程の学生約 140 名の学生と 11 名の教 昭 62 年卒）、松本晃幸 ( 筆者 ) を加えた 10 名の体制
員からなるオリザ会の活動は現在も活発でありま となりました。
進路状況は、今春卒業の 37 名は進学希望者が多
す。5 月の総会では未成年の学生はアルコール類が
ご法度ですが、約 2 時間にわたってほろ酔い機嫌の く、他大学への進学も含めると６割を越えました。
先輩と人生を語りあっていました。オリザ会活動は 就職希望者も全員が新たな一歩を歩み始めていま
会誌の発行、ソフトボール大会、送別会と年間を通 す。また、修士課程修了の 17 名も無事それぞれの
して行われていますが、残念ながら大学祭の神輿つ 進路を決めることができました。現在のコースには、
学部 2 年生 33 名、3 年生 41 名、4 年生 40 名、修士
くり、パレードは現在行われていません。
教員組織としては、4 月に作物生産学分野助教と 課程 1 年生 19 名、2 年生 16 名が在籍しています。
して辻 渉先生（Ｎ平 12 年卒）が乾燥地研究セン 合計 149 名に上る学生に対し、われわれコース教員
ターから着任し、生物資源環境学科に作物関連の研 は学生たちの将来を考え、研究・教育にあたってい
究室が復活いたしました。尾谷浩先生（植物病学Ａ きます。どうか引き続き同窓生皆様のご支援とご協
昭 45 年卒）にはコース代表をお勤めいただき、田 力を賜りますようお願い申し上げます。
（松本晃幸・C 昭 52 年卒）
村文男先生（果樹園芸学Ａ昭 57 年卒）は農学研究
科副研究科長、山口武視先生（作物管理学Ａ昭 58
生命・食機能科学コース
年卒）は副学部長、山名伸樹先生（生物生産機械学
このたびの地震により被害を受けられました同窓
Ｅ昭４６年卒）はフィールドサイエンスセンター長
としてそれぞれ教育研究とともに研究科、学部等の 会員の皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も
運営に忙しい日々を送られています。その他、児玉 早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。
基一朗先生（植物病理学）、富田因則先生（分子遺 幸いにも生命・食機能科学コース、本コースの前身
伝学）、板井章浩先生（分子園芸学）、中秀司先生（昆 の生命圏環境科学コースに被災した学生はいません
虫制御学）、近藤謙介先生（施設園芸学Ｎ平 10 年卒）
、 でした。
本コースの近況をお知らせいたします。現在学生
中田昇（栽培技術学Ａ昭 49 卒）の体制で教育研究
は 4 年生 38 名、3 年生 34 名、2 年生 40 名が在籍し
に邁進しています。
鳥取に来られました折には、多くの同窓の教員に ております。教員体制は昨年度と同じく 10 名で、
声をかけていただくとともに、新たな同窓生が近く 河野強教授（生物有機化学）、中島廣光教授（環境
にまいりました折には、温かいご指導、ご鞭撻をお 微生物化学）、森信寛教授（微生物工学）、山崎良平
願いいたします。今後とも同窓会に温かいご支援を 教授（生物化学）、渡辺文雄教授（食品科学）、有馬
お願いいたします。
（中田 昇・Ａ昭 49 卒） 二朗准教授（生命機能化学）、石原亨准教授（天然
物化学分野）、一柳剛准教授（有機化学）、藪田行哲
植物菌類資源科学コース
准教授（栄養科学）、岩崎崇助教（生体制御化学）
同窓会員の皆様には益々ご健勝でご活躍のこと となっております。
本年 3 月には河野教授・岩崎助教の研究室の 4 年
と、お慶び申し上げます。
本コースでは今春複数の教員異動がありました。ま 片山侑希君（C 平成 22 年卒）、山崎教授・一柳准教
ず、本コースの立ち上げにご尽力いただきました辻 授の研究室の修士 2 年福永真弓さんが日本農芸化学
本壽教授（植物育種学）が乾燥地研究センターに異 会中四国支部学生奨励賞を受賞、6 月には渡辺教授
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と小職の研究室の修士 2 年橋本恵利さんが日本ビタ
ミン学会第 63 回大会において学生優秀発表賞を受
賞されました。この場を借りてご報告させて頂きま
す。おめでとうございます。
最後に震災の影響か本年度の学生の就職状況は非
常に厳しい状況で、まだ進路が決まってない学生も
おります。同窓会員の皆様にはお力添えを賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。
（栄養科学・薮田行哲）

環境共生科学コース
同窓生の皆様におかれましては日々ご清栄のこと
とお慶び申し上げます。さて，環境共生科学コース
では， 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
する専門知識の修得を目標に日々教育に邁進してい
ます。
平成 23 年３月末をもちまして，古川郁夫教授（環
境木材科学）と服部九二雄教授（水利施設工学）が
定年退職されました。最終講義は，古川先生が「木
材とともに」
，服部先生が「仕事と人生のターニン
グポイント」と題してそれぞれ行われ，多くの教員，
学生などが最後の講義を聴講いたしました。
平成 23 年４月より北村義信教授が農学部長に就
任され，農学部の舵取りをされることになりました。
本コースを担当している教員は，本年４月に兵頭正
浩助教，10 月に藤本高明准教授を迎え，次の 14 名
になります。北村義信教授
（Ｅ昭 46 年卒，水利用学），
山本福壽教授（Ｆ昭 49 年卒，造林学），長澤良太教
授（景観生態学），佐野淳之教授（森林生態系管理学），
日置佳之教授（生態工学），三竿善明准教授（農林
制御工学），猪迫耕二准教授（水土環境保全学），緒
方英彦准教授（水利施設機能学），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），
清水克之講師（水圏環境評価学），齋藤忠臣講師（地
圏環境保全学），兵頭正浩助教（Ｓ平 12 年卒，施設
環境工学）
末筆になりますが，今後とも同窓生の皆様には
益々のご支援とご協力を宜しくお願いいたします。
（水利施設機能学・緒方英彦）

まず、小林先生は今年も副学長として、情報・Ｉ
Ｔ対応、
評価等の仕事で大変忙しい毎日です。また、
古塚先生は２年前より生物資源環境学科長を担当さ
れており、やはり多用な毎日を過ごされています。
また、松田先生は、今年度、コース代表を担当され
ています。なお、昨年度、文部科学省の在外研究員
としてアメリカ（シアトル、ハワイ）で研究活動を
されていた片野先生は、今年２月に無事帰国されま
した。他の先生も、元気に活躍されています。
一方、コースの事務を長年にわたって担当してこ
られた丸山順子さんは、今年３月をもって退職され
ました。今年４月からは、新しく松本晶子さんが、
コースの事務を担当されています。
ところで、佐藤俊夫先生は、来年３月をもって、
定年でご退官されます。佐藤先生は、昭和 61 年 11
月より 25 年以上にわたって、当時の農林総合科学
科経営管理講座から現在の生物資源環境学科フード
システム科学コースの学生に至るまで、ファーミン
グシステム論や農学原論、食料経済学等、農学の基
本科目や重要科目を中心に教育されるとともに、こ
うした領域に関わる研究活動に従事してこられまし
た。その温厚で接しやすいお人柄は、多くの学生や
教員から親しまれてきました。佐藤先生の今後のご
健勝とご多幸を切に願う次第です。
なお、今年度、フードシステム科学コースでは、
国際乾燥地科学コース担当の安延先生にご尽力をい
ただき、９月 25 日〜９月 30 日の日程で、学生９名
と教員が、タイ国のコンケン大学を訪問し、授業の
聴講や農村地域の調査等を行いました。後日、コン
ケン大学からも、学生が鳥取大学を訪問する予定で
す。こうした機会を通じて、学生の国際性が高まる
ことを期待しています。
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
フードシステム科学コース
〈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 )
同窓生の皆さん、お元気で御活躍のことと思いま
す。フードシステム科学コースは、昨年同様、８名
国際乾燥地科学コース
の教員が教育、研究、地域貢献、大学の管理運営等
同窓会員の皆様におかれましては、益々、ご健勝
の仕事に当たっています。
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でご活躍中のことと、お慶び申し上げます。
コースでは現在、学部学生２年生 29 名、３年生
26 名、４年生 29 名、修士学生１年生 12 名、2 年生
21 名が在籍しております。４年生と修士２年生は、
今まさに卒業論文や修士論文に取り組み、充実した
貴重な学生生活最後の年を送っています。
藤山英保教授はグローバル COE プログラム「乾
燥地科学拠点の世界展開」の農業生産研究グループ
リーダーとして、山本定博教授（C 昭 58 年卒）は
副学部長（総務担当）として、ご多忙な日々を送っ
ておられます。また、安延久美准教授はタイやカン
ボジア、山田智准教授は中国やカタール、西原英治
准教授は南アフリカ、タイやモンゴル、衣笠利彦助
教はモンゴルや中国、文責筆者は中国やメキシコな
ど、教育や研究活動を精力的に行うため、いろいろ
な地域へ出かけています。学生も教員と一緒に海外
で研究調査に励む機会も多く見受けられます。
「国際乾燥地農学実習」では、2 年生 25 名がメキ
シコとタイに分かれて、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、それぞれが貴重な
体験を得ることができました。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。
末筆になりますが、今後とも、益々、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）
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系授業として京都産業大学教員による「動物と法概
論」を開講しました。獣医療に関連するさまざまな
問題点を法律の立場から考えるという新たな視点に
なりますが、学生はとても興味をもって聴講してい
ます。
獣医学教育に関する全国的な動きとして、山口大
学と鹿児島大学の共同獣医学部、北海道大学と帯広
畜産大学の共同獣医学課程、岩手大学と東京農工大
学の共同獣医学科設置申請が、本年 6 月に文部科学
省の設置審で了承されました。これにより、平成
24 年 4 月には新たな組織による新入生が上記 6 大
学に入学することになります。鳥取大学におきまし
ては、教育連携事業のパートナーである岐阜大学と
共同獣医学科設置に向けた検討が進められておりま
すので、今後の動きを注視していただきたいと存じ
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）

附属フィールドサイエンスセンター

同窓会・会員の皆様におかれましては、ますます
ご健勝にてご活躍のことと、お喜び申し上げます。
フィールドサイエンスセンターは普及企画部門、
生物生産部門、森林部門の３部門で構成されており、
普及企画部門は山口武視教授（作物管理学、Ａ昭
獣 医 学 科
58 年卒、部門長）、山名伸樹教授（生物生産機械学、
同窓会員の皆様にはますますご健勝にてご活躍の Ｅ昭 46 年卒）、生物生産部門は近藤謙介講師（施設
こととお慶び申し上げます。獣医学科の近況をお知 園芸学、Na 平 10 年卒）
、中田昇教授（栽培技術学、
らせいたします。獣医学科長には澁谷 泉教授が再 Ａ昭 49 年卒、部門長）が担当されています。山口
任され、獣医学科の運営に多忙な日々を過ごしてお 教授は部門長に加えて副学部長を務められ、超多忙
られます。学科内における人事異動では、平成 23 な日々を過ごされています。山名のセンター長は２
年 4 月 1 日付で柄 武志先生（獣医画像診断学）が 期目（平成 24 年度まで）に入りました。近藤講師
准教授に昇任されました。６月 18 日付で曽田公輔 は若さを生かして獅子奮迅の活躍をされています。
助教が着任されました。また、松鵜 彩准教授（獣 学生達の兄貴分的存在でもあります。中田教授は附
医内科学）が本年 9 月 30 日付で退職されました。 属幼稚園長の兼務から解放され、学生教育に、研究
現在 19 教育研究分野があり、教員総数は 32 名となっ にと忙しく走り回っておられます。森林部門では、
ております。
昨年度まで専任教員としてご尽力いただいた佐野淳
平成 21 年度に採択された文部科学省の「大学教 之教授（森林生態系管理学）と日置佳之教授（生態
育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」は 工学）が４月１日付で生物資源環境学科に移られ、
本年度で 3 ヵ年計画の最終年を迎えます。遠隔講義 市原恒一准教授（森林利用システム学）が森林分野
システムを活用した授業をはじめ、教員移動あるい の専任教員として異動になり部門長を務めておられ
は学生移動により、鳥取大学、岐阜大学および京都 ます。技術職員は、平成 22 年４月１日着任の武田
産業大学間で連携授業を進めております。本年度は 信仁氏が平成 23 年６月 20 日をもって退職されまし
昨年よりもさらに授業科目を増やし、特に社会科学 た。その結果、10 月１日現在 10 名となり、教職員
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あわせて 15 名で農地や森林をベースにした教育・
研究や地域貢献に取り組んでいます。
鳥取といえば、二十世紀梨、ラッキョウ、鳥取砂
丘などの他に、鳥大キャンパスの直近に湖山長者の
伝説で有名な汽水湖の湖山池があります。この湖山
池、環境浄化のため塩分濃度を高める計画が進行中
です。風が水田の水面を渡る初夏や、一面の稲穂が
嫋やかに頭を垂れるフィールドサイエンスセンター
周辺の秋の風景は、来年度には一変するかも知れま
せん。フィールドサイエンスセンターも何らかの対
応が必要になると考えています。そして、これまで
以上の地域へ貢献と新しい農学・農業への提案が求
められると思います。教職員一丸となって取り組ん
でまいります。同窓会員の皆様の温かいご支援をお
願いいたしますとともに、機会がございましたら是
非お立ち寄りいただき、叱咤激励いただければ有り
難く思う次第です。
（山名伸樹・Ｅ昭 46 年卒）

活用研究も精力的に進めているところであり、その
成果が少しずつではありますが出始めております。
今後は保有財産であります菌類きのこ遺伝資源を関
係者のみならず広く多くの方々に、教育および研究
に積極的に活用していただけるよう活動を展開して
いるところであります。今後も「菌類きのこ資源科
学」の教育・研究拠点の飛躍を目指し、教員一丸と
なって取り組んでいきますので、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 ｡
( 霜村典宏・Ａ昭 62 年卒 )

附属動物医療センター

附属動物医療センターは獣医師養成の教育病院と
して、また、社会で活躍する獣医師の卒後教育およ
び地域社会への高度医療サービス施設としての役割
を担っております。10 月 1 日現在の臨床獣医学分
野の教員は、内科学：日笠喜朗教授、外科学：南
三郎教授、大﨑智弘准教授、神経病・腫瘍学：岡本
附属菌類きのこ遺伝資源研究センター
芳晴教授、辻野久美子講師、繁殖学：菱沼 貢教授、
同窓会員のみなさまにおかれましては益々ご健勝 檜垣彰吾助教、臨床検査学：竹内 崇教授、杉山晶
のこととお慶び申し上げます ｡ 菌類きのこ遺伝資源 彦准教授、画像診断学：今川智敬教授、柄 武志准
研究センターの近況について報告させていただきま 教授、薬物治療学：西飯直仁講師の計 12 名であり
す ｡ センターの構成員ですが ､ 菌類きのこ環境生態 ます。さたに、動物看護士 3 名と事務員 2 名を加え
学研究部門は ､ 前川二太郎教授 (A 昭 53 年卒 ) ・児 て運営しております。診療科は、内科、外科、産科、
玉基一朗教授 ( 兼務 ) 、大和政秀助教の３名 ､ 菌類 腫瘍科、循環器科、神経科、皮膚科、代謝・内分泌
きのこ分子遺伝学研究部門は ､ 會見忠則教授 ( 兼務 ) 科、眼科、検査科、画像診断科、産業動物科、野生
・石原亨准教授 ( 兼務 ) の２名 ､ 菌類きのこ機能開 動物科を設置しており、上記の教員が２〜３の診療
発研究部門は ､ 松本晃幸教授 (C 昭 52 年卒 ) ・霜村 科を掛け持ちで診療にあたっております。
典宏准教授 (A 昭 62 年卒 ) の２名であります。本年
平成 22 年３月に 320 ㎡の増築ならびに 1,430 ㎡
４月にスタッフの移動があり、菌類きのこ評価保存 の改修を終え、名称を「附属動物医療センター」に
研究部門は今日までの白水貴助教のほか、中桐昭教 変更しました。同窓の皆様のご寄附により、MRI
授、早乙女梢助教を新たに迎え３名であります。ま 等の最新機器の導入も実現し、設備の近代化を進め
た、本年度より、新センター長として會見忠則教授 ております。さらに、電子カルテシステムの導入に
が就任され、４研究部門 10 名の新体制でスタート より、飼い主の利便性を高めるとともに、各種検査
を切って活動しております。センターはこれまで、 結果の集約、診察の効率化を図っております。ソフ
（財）日本きのこセンター、鳥取県、文部科学省の ト面では、インフォームド・コンセントをより一層
グローバルＣＯＥプログラムなど、大学内外からの 徹底し、飼い主の同意のもとに診療をすすめ、それ
様々なご支援を頂いて、発展してまいりました。セ らを通じて獣医師の養成に役立てるよう努めており
ンターの建物ですが、昨年度農学部 6 号館の改装工 ます。今後も、中国地域を中心とした地域開業獣医
事を終えセンターの増床を終えております。さらに 師との連携と高度な診療情報提供サービスに努め、
本年度は建物が増築され、更なる充実がはかられま 地域社会に対して今まで以上に貢献できるよう鋭意
す。人的な面のみならず設備の面でも、牽引的役割 努力いたします。
を担う「菌類きのこ資源科学」の教育・研究拠点の
獣医学教育につきましては、昨年から全国的に大
形成が進んできております。 今日まで行ってきた、 きな動きがあります。教育の質の保証が求められ、
菌類きのこ遺伝資源の収集、評価、保存を継続する 特に臨床と公衆衛生分野の充実が喫緊の課題となっ
とともに、菌類きのこ遺伝資源の可能性を引き出す ております。動物医療センターは獣医臨床教育の要
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となる施設であり、近い将来に導入される参加型臨
床実習の大部分は動物医療センターにおいて実施さ 全国共同利用施設
れることになります。小動物ばかりでなく、産業動
乾燥地研究センター
物（大動物）の臨床教育がさらにスムーズに実施で
きるよう、今後も充実を図る必要があります。
最後になりましたが、今後とも農学部同窓生の皆様
同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。乾燥
方のご支援とご協力をお願い申し上げます。
地研究センターの近況についてご報告いたします。
（動物医療センター長 竹内 崇）
まず異動についてですが、辻渉助教 (Ne 平 10 年
卒 ) が本学の農学部に異動されました。また、農学
附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター
部の辻本壽教授が着任され、Amin Elsadig Eltayeb
高病原性鳥インフルエンザの国内発生を受けて、 助教 ( 大学院平 17 年修了 ) が新規採用されました。
2004 年 4 月に本学に設立された鳥由来人獣共通感
平成 19 年度から始まったグローバル COE プロ
染症疫学研究センター（Avian Zoonosis Research グラム「乾燥地科学拠点の世界展開」も最終年度と
Center: AZRC）は今年、2 期目の 2 年目を迎えて なりましたが、本年度から新たに「黄砂プロジェク
おります。今年度はウイルス学の専門家である曽田 ト（文部科学省特別事業：H23 〜 27）」がスタート
公輔氏を分子疫学研究部門の専任助教として迎え、 しました。また、若手研究者を海外へ派遣するプロ
スタッフ合計 9 名のフル体制で目標達成に向けて活 グラムを実施するなど、国際的に活躍できる人材の
動しております。
育成にも取り組んでいます。
昨年も 11 月に高病原性鳥インフルエンザが島根
また、共同研究者や外国人研究員との共同研究環
県安来市の採卵養鶏場で発生したのを皮切りに、今 境の一層の充実を図るため、新たな実験設備として
年 3 月まで、合計 9 県 24 農場で本病の流行が報告 安定同位体比質量分析システムを設置し、さらに研
されました。さらにその流行は養鶏場のみならず、 究者の滞在をサポートするため、本館南側に新たな
国内の野生鳥類にも広がって、合計 15 種 60 例の野 宿泊施設が 8 月 25 日に竣工いたしました。
鳥の感染事例が次々と報告され、我が国で過去最大
さらに当センターでは , これまでに取り組んでき
の流行となりました。
た拠点大学交流事業やグローバル COE プログラム
本センタ−は当初から農林水産省および環境省と の成果を取りまとめた英文専門書の出版に向かって
の連携のもと、疫学調査と防疫対応に貢献し、とく 尽力しているところあり、この本の出版によって、
に昨年末の鹿児島県出水市のナベヅル（特別天然記 本センターの研究成果が世界へ広く発信されること
念物）保護区における本病の発生の際にも環境省か が期待されます。今後も「乾燥地科学」に関する教
ら委託を受け、確定診断や現地での疫学調査、防疫 育と研究の拠点形成を目指し、教職員一丸となって
活動の指導等にスタッフ全員が正月休みを返上して 取り組んでまいりますので、引き続きご支援・ご協
協力致しました。また、本センターのスタッフが、 力をお願いします。 （生物生産部門・安 萍）
農林水産省に設けられた疫学調査チームのメンバー
として現地調査に参加し、本病流行の感染要因究明
にも貢献致しました。
一方、文部科学省の感染症研究国際ネットワーク
推進プログラムにおきましても本センターは長崎大
学熱帯医学研究所、京都産業大学鳥インフルエンザ
センタ−とともにベトナムにおける共同疫学調査を
実施しており、今後も国内のみならず、アジア地域
における国際共同防疫体制の確立を目指して、更な
る研究調査を実施して行く計画であります。引き続
乾燥地研究センター宿泊施設（ゲストハウス）
き農学部同窓会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）
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た。今後とも、教育・研究に励みたいと存じます。
宜しくお願いします。

生物資源環境学科・施設環境工学分野
●兵頭 正浩
平成 23 年 4 月 1 日付で生物資源環境学科・施設
環境工学分野に助教として着任いたしました。
平成 21 年 3 月に鳥取大学大学院連合農学研究科で
学位取得後，民間企業を経て（勤務期間：平成 21
年 4 月〜平成 23 年 3 月）現在に至ります。
現在の研究内容は，解体されたコンクリートからセ
メントと骨材を分離し，それぞれの物理化学的特性
を利活用して水質浄化材や再生骨材等として再利
用・再資源化方法を検討することです。その他にも，
農業に関わる水路（パイプライン分野）に関する研
究にも勤しみたいと考えております。
これらの研究活動を通して人材育成および地域社会
への貢献に取り組む所存ですので諸先輩方のお力添
えを頂けますようよろしくお願い申し上げます。

獣医学科・寄生虫病学教育研究分野
●奥 祐三郎
平成 22 年 10 月 1 日付で獣医寄生虫病学教育研究
分野の教授として着任いたしました。30 年間ほど
北海道大学の獣医寄生虫学研究室で教育・研究を
行ってきました。特に、ここ 10 年ほどは、北海道
で問題となっているエキノコックスという人獣共通
寄生虫について研究して参りました。
鳥取大学では新たな寄生虫病学研究室として、研
究機材の準備をゼロから始めました。また、実習用
の寄生虫材料準備のために、鳥大の卒業生の方にも
すでにお世話になりました。ここ一年で、研究室も
ある程度準備が整い、講義および実習用の教材等も
七分目ほど揃えることができました。これらの準備
には外国人研究者の党志勝君はじめ、大学院生の水
上智秋さん、土井純子さん達に手伝ってもらいまし

支部だより

附属菌類きのこ遺伝資源研究センター
●早乙女 梢
平成 23 年 4 月 1 日付で、菌類きのこ遺伝資源研
究センター菌類きのこ遺伝資源評価保存研究部門に
助教として着任いたしました早乙女梢です。
私は平成 22 年に筑波大学生命環境科学研究科に
て、博士取得後、国立科学博物館つくば実験植物園
ポスドクを経て、現在に至ります。学部生の頃より、
きのこ類の中でも「サルノコシカケ」と呼ばれるよ
うな菌類の分類や系統関係に関する研究を行ってき
ました。今後は、本菌群の研究や教育に取り組むと
ともに、諸先生方のご指導を頂きながら収集した菌
類きのこ株が様々な分野で有効利用されるようなセ
ンターづくりと鳥取大学農学部の益々の発展に貢献
していきたいと思います。

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター
●曽田 公輔
平成 23 年 6 月 18 日付にて附属鳥由来人獣共通感
染症疫学研究センターに助教として着任致しまし
た。
平成 22 年に北海道大学大学院獣医学研究科にて
学位を取得後、同大の博士研究員を経て現在に至っ
ております。大学院在学中より高病原性鳥インフル
エンザに関する研究を継続して行ってきました。近
年では鳥インフルエンザウイルスによる野鳥の死亡
事例が日本国内でも頻発し、その病性鑑定の一翼を
鳥取大学は担っています。浅学菲才の身であります
が、これまでの自分の経験を迅速な診断業務に生か
すと共に、センター唯一の専任教員として鳥インフ
ルエンザ克服の一助となるような研究に邁進してい
く所存です。何卒、よろしくお願い申し上げます。

をはじめ総勢 29 名の方に出席をいただきました。
総会では、議事に先立ち、来賓の中田先生から、

山口県支部

母校の近況について報告と、「強力」の紹介をいた
村田風夕子 (V 平 20 年卒） だきました。附属動物病院の改築など施設もより充

山口県支部では、平成 23 年 8 月 28 日 ( 日 ) に山
口市小郡の山口グランドホテルにおいて、平成 23
年の総会を開催し、来賓の中田昇先生 (A 昭 49 年卒 )

実しており、私が卒業した頃からの変化に隔世を感
じました。
今年度は役員改選があり、会長は羽鳥誠一 (V 昭
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49 年卒 ) から田上愛仁 ( Ｅ昭 55 年卒 ) へ、副会長は

とに大きな期待をかけています。しかし、利用者や

田上愛仁 ( Ｅ昭 55 年卒 ) から橋本三雄 (A 昭 47 年卒 )

自治体からは、近距離の値段が高く途中駅の昇降客

へ、満場一致での改選となりました。

が予測数に満たないなど、地域振興からは幾つか改

懇親会では、「強力」が振る舞われ、1 年ぶりの再

善すべき課題が指摘されています。皆様方も一度ご

会ということもあり、盛り上がったひとときを過ご

利用いただければと思います。

すことができました。また、中田先生から高農校舎

また、意外に話題になったのは、魁皇が引退し相撲

DVD のご紹介があり、早速の購入希望者もありま

人気も停滞する中で、琴奨菊が謹慎をバネに？大関

した。懇親会の最後は恒例の「鳥取高等農林専門学

に昇進したことや、山本作兵衛の「炭坑記録画等」

校校歌」を合唱し、盛況のまま中締めとなりました。 が「世界記憶遺産」に指定されたことなどです。
今年度は参加者が少なく、また若い会員の出席が

ただ、福岡の暴力団対策の強化や隣県とはいえ九州

少なかったことが残念でした。来年はより多くの参

電力玄海原発のやらせ事件、有明海を挟んで諫早干

加者を集め、新旧の世代の交流の場にしたいと思い

拓の開門など良くわからん難しい問題も多く山積し

ます。最後になりましたが、鳥取大学農学部同窓会

ています。

のますますのご発展をお祈りするとともに、ご支援
いただきましたことに対しお礼を申し上げます。

さて、今年の福岡支部総会ですが、去る９月 10
日北九州市小倉で開催しました。通常は福岡市で開
催していますが、北九州、京築（けいちく）
、筑豊
地域など県北、県東部の方々には福岡市では地理的
に参加しにくい面もあって、時には北九州市でと考
え、小倉ステーションホテルの「祇園」を会場にし
ました。出席者は約半分が福岡、筑後方面の方々で
したが、残り半数は近隣の方々で、合計 19 名の方々
が集合されました。また、本部からは農学部国際環
境科学講座

古塚秀夫教授（Ｂ昭 51 年卒）と現役

で地元久留米市出身の川口成香さんが、多忙なとこ
ろ遠路はるばるおいで下さいました。紙上をお借り
して心より御礼申し上げます。

福岡県支部

総会は、先ず会長挨拶に始まり、会計、事業報告
麻生昌彦（Ｅ昭 44 年卒） があって、古塚教授から大学や鳥取の様子をお話い

福岡支部よりお便りいたします。会員の皆様方に
おかれましてはご健勝にてご活躍のこととお慶び申

ただきました。そして、記念撮影の後、メインの懇
親会へと移りました。

し上げます。しかし、今年は地震、原発、台風と大

懇親会では、やはり古塚先生から変わりゆく鳥取

災害の年となりました。今なお多くの方々がご苦労

の街や９０周年を迎え、老人には「チョットわから

しておられます。会員の皆様の中にも、大変な思い

ん」ようになった学部の組織などの説明があり、加

をされている方も多いのではと存じます。改めて、 えて農学部ＣＤの購入依頼 ! もありました（売れま
衷心よりお見舞い申しあげます。くじけず頑張って

したでしょうか？）
。また、支部会員の皆様におか

ください。

れましては、北九州市での開催のためか、福岡市で

ところで、福岡の最近事情ですが、九州新幹線が

は機会の少ない方々ともお久しぶりに懇親を深めら

全線開通し、九州内だけでなく関西方面の人々も移

れたようです。ただ、今回出席いただいた平成の卒

動が便利になりました。当然ですが、経済界では新

業生は二人で、少し寂しい思いをされたかも知れま

幹線の完成によって九州の経済活動が活性化するこ

せん。これは今後の課題であります。ともあれ、本
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部よりいただいた援助金様と「強力」を飲んで愉快

非常に心配でしたが、なんとか開催することができ

な時間を過ごし、来年の再会を約して解散致しまし

ました。参加会員は 13 名で池田支部長（Ｆ昭 29 年卒）

た。なお、二次会では「誰か」が、鳥大の図書館司

の欠席があり残念でしたが、半分の会員が出席し、

書を努めておられた「美人女将」の店に案内するな

近年では盛況でした。会員の近況報告（みなさん３

ど、ハプニング？もありました。

年ぶりで話すことが多いのか、はたまた弁達者なの

福岡支部総会も高農時代の方々はさすがに出席困

か挨拶が非常に長い長い・・でも話には重みとユー

難。戦前生まれの先輩方も色々身体の故障がある様

モアがありこんなに色々な分野の話が聞けるのも工

子。戦中から戦後生まれも、私を含め口は達者でも

学部、教育学部と合同の同窓会ならでは、鳥大なら

身体がどうも？そうゆう意味で随分顔ぶれが変わり

ではと痛感しました！！）
、もちろん総会もきちん

ました。やはり昭和 50 年代以降の方々に頑張って

とほろ酔い気分で？決算報告等いたしました。琉球

いただいて、会を運営していただくことが大切なの

舞踊の鑑賞、記念撮影をしたのち同窓会の終了・・

でしょう。また、平成になって早くも 24 年になり

となるはずもなく、２〜３名のグループそれぞれが

ます。最近は女性の卒業生も大勢おられます。何と

那覇の夜に消えていったようです。私も又吉さん（獣

か工夫して、連絡し合って、平成の卒業生の皆さん

医学科昭和 56 年卒）にひきつられ、長嶺さんと２

が一つのテーブルを囲めたらと思う次第です。

次会（ヤギ料理）、３次会（カラオケスナック）ま

同窓会への出席は無事で元気な証。事務局から本部

でいき同窓会を十分楽しみました（長嶺さんお疲れ

会報を拝借して、同窓会へお誘い致します。

様です）。事務局の怠慢で久しぶりの開催でしたが、
やはり同窓会は毎年やるべきさいがと思った次第で
す。同窓会からの「強力」瞬時に無くなりました。
ありがとうございます。来年また楽しい同窓会がで
きることと会員皆様の健康、鳥大の益々の発展を祈
念して、仮想オトーリを回します。次は来年の同窓
会の酒宴につなげます。

沖縄県支部
下地秀作（Ｖ平６年卒）
沖縄県支部総会は、平成 23 年９月３日（土）の
夜那覇市内「料亭那覇」において、母校より沖縄県
出身の在学生、長嶺咲希さん（生物資源環境学科４
年）を迎えて行われました。当日は、遠藤常嘉先生
（農
学部生物資源環境学科国際環境科学助教）の出席も
予定されていましたが、台風 12 号の影響で出席い

愛知県支部

ただけませんでした。台風が沖縄直撃でというなら

三宅律幸（Ａ昭 55 年卒）

わかるのですが・・地球の気候変化がよもや同窓会

鳥取大学農学部同窓会愛知県支部（愛知砂丘会）

に影響するとは・・・。少し波乱含みの幕開けとな

の第 17 回定時総会・懇親会が平成 22 年 11 月 13 日

りましたが、今回は平成 20 年９月に開催以降約３ （土）午後 5 時から、名古屋市中区三の丸のアイリ
年ぶりであり、会員みなさんに連絡がつくかどうか

ス愛知において開催されました。残念ながら翌日
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14 日（日）は大学の推薦入試のため、本部から先

昭 31 卒）の手品披露もあり、非常に楽しい時間を

生のご出席はいただけませんでした。

過ごしました。最後は恒例の「貝殻節」の合唱と次

総会は事業報告、会計報告、次期役員（案）の各

回幹事学科の松南さん（Ｅ昭 33 卒）の挨拶で閉会

議案がすべて原案どおり承認され、記念撮影終了後

となりました。しかし、南先生が静岡に宿泊される

は、にぎやかに懇親会を開催しました。有志による

ことから、先生とともに多くの人が二次会に繰り出

2 次会も多いに盛り上がり、楽しい夜を過ごしたよ

し、大いに気勢を上げました。

うです。ただし、本部から先生のご出席がいただけ

このところ総会への出席者が固定されています。

なかったためか、出席者は 25 名と前回よりもやや

昨今、無縁社会が問題となっていますが、血縁、地

少なく残念でした。

縁あるいは勤務先での縁の他に、同じ志を持ち、同

さて、どこの支部でも若い参加者の少ないことが

じ学舎で学んだ大学の同窓という縁も素晴らしいも

問題になっているようですが、当支部でも参加者の

のだと思います。まだ支部総会に参加されたことの

固定化や学科改組による先輩後輩のわかりにくさ

ない方はぜひ一度ご参加いただければと存じます。

（いや、わからない）などが問題になっています。

最後に鳥大農学部同窓会の益々のご発展をお祈り

参加者増加のため知人への声かけなどを行っていま

いたすとともに、頂いたご支援にお礼申し上げます。

すが、妙案がないのが残念です（私も、職場の先輩
に誘われて参加するようになりました。）

関 東 支 部

この「鳥取大学農学部同窓会報」を、お読みにな
っているあなた、事務局から案内がありましたら是
非お友達を誘って参加して下さい。次回は平成 24
年秋開催予定ですので、お会いする日を楽しみにし
ています。

静岡県支部
新倉博文（V 昭 56 年卒）
平成 23 年 1 月 8 日（土）静岡県支部総会が、本
部から来賓として獣医学科教授南三郎先生にお越し
いただき、開催されました。
静岡駅北の「マイホテル竜宮」において、19 名

森田利夫（Ａ昭 41 年卒）
関東支部同窓会の平成 23 年度総会及び懇親会は、
６月 24 日
（金）の 18 時 30 分から、例年通り東京都

の参加者により開会し、花村支部長（V 昭 43 年卒） 千代田区霞ヶ関の法曹会館において開催され、会員
の会計報告後、南先生から母校の近況をご報告いた

29 名が出席しました。

だきました。施設・設備の充実、菌類きのこや鳥イ

総会では、本部から獣医学科獣医臨床検査学教授

ンフルエンザといったユニークな研究を始め特色あ

の竹内崇先生をお迎えし、スライドにより大学の最

る活発な研究活動等、元気な母校の状況を伺い、卒

近の様子を伺いました。その後、22 年度事業及び

業生として大変嬉しくまた心強く思いました。

会計報告、会計監査報告等を手早く片付け、記念写

懇親会では、最年少の望月聖己さん（N 平 12 年
卒）の乾杯に始まり、本部からいただいた銘酒「強

真撮影から懇親会と移り、9 時近くまで楽しい語ら
いの場を持つことができました。

力」に舌鼓を打ちつつ参加者の近況報告が行われま

今回は、農業工学科の教授を勤められ、現在名誉

した。続いて南先生がご持参された同窓会作製の
「久

教授になっておられる石原昻先生（Ｃ昭 25 年卒）

遠の命培いて」の上映が先生のご解説付きで行なわ

が初めて出席され、ご挨拶されました。

れ、さらに盛り上がりました。その後も西村さん
（Ｆ

また、春の叙勲で、前会長の爲李繁さん（Ａ昭
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38 年卒）瑞宝中綬章が贈られることが決まってい

卒業生を除いて学科の変遷について行けないのを実

ましたので、出席者全員で祝意を表しました。

感していた。お話の中で女子学生が約４割を占めて

来年度の総会は、６月 30 日
（土）の 11 時 30 分か

いるとのことで昭和の卒業当時からすると想像も出

らの予定となっており、多数の出席を期待していま

来ない状況になっているのが一番の印象で羨ましい

す。

限りだった。また女子学生はまじめに勉学に励むた

総会後は、昨年から「同窓生の近況」等の総会資
料を出席されなかった会費納入者に配布しています

め成績も良いとのことであり自分を振り返り、さも
ありなんと感じた。
総会も早々に懇親会にと進めて、今回の出席者で

が、本年も継続したところです。

一番の先輩木村幹次郎氏（Ａ昭 20 年卒）の発声で

和歌山支部

本部からの土産「強力」を手に「乾杯」。

前回、平成 21 年７月４日に９年ぶりの支部総会

旧旧や新旧の交流が活発にあちら此方で始まり、

において今後は２年に一回総会を開くと決めて以来

時間が経つにつれ自分の席は他人の席で、他人の席

早いもので２年が経過した。

が自分の席となり盛りあがり同窓の絆の強さを再確

宮本支部長（Ｂ 39 年卒）、諸先輩と打ち合わせの

認した。出席者の大半が前回と同じで新人の出席者

結果、平成 23 年７月３日の日曜日に時間も前回と

が伸び悩んでいるため、和歌山県民と同じで高齢化

同じ午後３時からと決めた。会場は前回と同じ県民

が進んでいます。次回は２年後の平成２５年７月の

文化会館の６階のレストランにと考えていたのが、 第一日曜日に予定していますので今まで出席したこ
県民文化会館が耐震工事中で使えないとのことで急
遽このレストランを経営している「お食事処・まつ
や」で和室にテーブルと椅子の和洋折衷で行った。

とのない若い方も是非出席を。
坂部弘次（Ｅ昭 42 年卒）：新支部長に任じられま
したのでよろしく。

会員数は 96 名（前回 100 名）で総会への出席は
23 名にとどまり少し寂しい総会となった。
本部からはフィールドサイエンスセンターの中田
昇教授に遠路わざわざご出席いただきご挨拶をいた
だいた。鳥取大学農学部の最近の概要をパンフレッ
トによりご説明を受けたが出席者の大半が農学科
49 年卒の中田教授より先輩であるため獣医学科の

クラス
ス会
会だ
だより
より

えられました。各先生方は創立当時の各専門分野の
教授が日本の農学の創業と発展を担った方々である

農学科昭和 32 年卒業

ことを繰り返し語られました。上田博愛教授は農専
伊藤順之助

第 1 回卒業生、広江勇教授は第 2 回卒業生でした。

私たち学生時代の恩師は各講座で「農業の現場に

これらの先生が各講座で守られた伝統が現在でも受

立脚した課題の発掘と、実証研究を進めること」を

け継がれ、しかも鳥取大学農学部の農学研究の本流

強調されました。このことが第三高校農林専門学校

として流れていることをうかがって一同感激をしま

の創立以来の伝統であることを、故上田博愛（作物

した。

･ 栽培 ･ 育種学）
、故遠山正瑛（園芸学）、故広江勇

サイエンスの発達と成果は人類共通の資産として

（植物病理学）各教授および多くの教官の方々に教

活用されるもので、社会の発展をより促すものであ
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ります。研究の方法論は進歩と変革を常に求めてい

農学科昭和 38 年卒業
小玉孝司

ます。
参加者からは鳥取大学農学部の伝統的な研究理念

平成 22 年 10 月 28 日〜 29 日、平城遷都 1300 年祭

を守ると共に、よりグローバルな人材教育の必要な

開催中の奈良・大和路に九州から関東の各地から古

ことが指摘されました。また、国際学会でも通用で

希を迎えた 19 名が集いました。

きる語学力、プレゼンテーション手法のマスター、 平城宮跡に隣接する「かんぽの宿・奈良」を拠点に、
好ましいパーソナリティーの養成などがこれからの

初日は自由行動で奈良公園、東大寺・大仏殿、正倉

学生教育に重要な事項であることが指摘されまし

院展、興福寺・阿修羅像、西の京の薬師寺、唐招提

た。このことは国際会議に出席の経験者が両教授に

寺等々個人やグループで観光マップを片手に思い思

特に提案したことでありました。両教授からはこの

いの観光を楽しみました。

問題について生物資源環境学科の各コースでカリキ

夕刻５時集合で懇親会に入り、卒業以来の再会者

ュラムの内にグローバルな活躍のための語学教育、 や、何十年ぶりの出会いに感激と学生時代の話題に
留学生との積極的な交流などを進めている現状が話

吉方校舎での姿を鮮明に思い出させてくれました。

されました。これら益々有為な研究者や実践家が育

特設の懇親会部屋は午前様になるまでの盛況ぶりで

ってくるのを期待しています。

した。

私達の母校が建学の伝統を受け継ぎながら、益々
発展することを祈っています。
尾谷、田村両教授に学生食堂で昼食を共に摂るこ

翌朝は地の利を活かして徒歩３分で平城京跡に
到着。ボランティア・ガイドさんの説明を受けての
1300 年前の霞ヶ関、皇居跡を一周して、大極殿か

とをお願いして、食堂に案内していただきました。 ら平城京全域を眺めながら万葉人の心境で素人が一
私達は学生食堂と聞くだけで懐かしい情景が蘇って
きます。今は、吉方の農学部啓成寮の学生食堂はと

首を詠みました。
「我が友ら

古希に集いし

平城京吉方学舎

い

ても懐かしい思い出の場所であります。特に食事の

るがごとくに」次回の開催は広島・津川君の幹事で

香りや賄いの小母さん方との日常の会話は忘れるこ

３年後の卒業 50 周年記念の再会を約束して散会し

とが出来ません。現在の学生食堂は啓成寮の食堂と

ました。

は比較にならない明るくて清潔で広々として、とて
も静かで驚きました。しかし、「学生食堂」と言う
言葉には青春の思い出の懐かしい響きをもっていま
す。在学生も卒業後にこの想い出を噛みしめること
でしょう。
キツネウドンや和定食を注文して遥か昔、60 年
前の学生時代を偲びました。
再び集うことが出来るか否か、不確かなかぎりで
すが一同健康と再開を祈って学生食堂で散会としま
した。
クラス会援助金
満 60 歳以上の方々が鳥取県内でクラス会を開催される場合（年 1 回出席人数 15 名以上）事前に連絡を下さい
ますと、同窓会より援助金が出ます。是非ご一報下さいますようお願いいたします。
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事 務 局 だ よ り

