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　昨年も 8月は 35℃を越える猛暑日が続いた暑い
夏でした。夏の暑さは異常気象ではなく、平年になっ
ているのではと思う最近です。同窓会会員の皆様は
それぞれの地域、職場で、お元気でご活躍の事とお
慶び申し上げます。
　さて、農学部同窓会会長を仰せつかって 2期目 2
年目でありますが、一つ一つ懸案事項を解決し、同
窓会の発展に努力する所存でありますので、よろし
くお願い申し上げます。
　農学部では獣医学科が岐阜大学応用生命科学部獣
医学課程と融合して共同獣医学科を発足させまし
た。モデル・コア・カリキュラムに準拠した標準的
獣医学教育を行う体制を確立し、国際的に認められ
るより高度な専門的な獣医師を養成するためであり

あ　い　さ　つ

農学部同窓会会長

　朝　倉　　　晉

ます。共同獣医学科の益々の発展を期待しています。
　懸案事項の旧鳥取高農校舎の保存でございます
が、昨年１月三洋電機より 3月末までに校舎を取り
壊したい旨の申し出がございました。緊急幹事会を
開催し、再度三洋電機に校舎の保存をお願いに伺い
ましたが、良い返事が得られず、鳥取市長にも買い
取りを要請いたしましたが、理解を得られませんで
した。その後、鳥取県議会の決議による強い要請に
より鳥取市は校舎を保存したまま用地売却をするよ
う三洋電機に申し入れしたところ、校舎が保存され
ることとなりました。そして、鳥取市の所有となっ
た跡地の一部に 11 月から岡山市の和菓子製造会社
が進出することが決まりました。高農校舎は人材研
修施設などへの活用が期待されています。
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　同窓会員のみなさまにおかれましては、ますます
ご清栄のこととお慶び申し上げます。本年度より農
学部長をつとめることになりました。微力ですが、
鳥取大学農学部が、これまで以上に発展できるよう
努力する所存ですので、皆様のご協力をよろしくお
願い申し上げます。さて、今年も農学部には様々な
ニュースがありました。ここでは主な点をおつなぎ
し、詳細については本号紙面で学科、コースの教員
から報告いたします。
　懸案であった旧鳥取高農校舎の保存に関しまして
は、皆様のご尽力で本年無事保存される方向に至っ
たことを心からお祝い申し上げます。私も同窓生の
一人として皆様の多大なるご尽力に対して心から敬
意を表する次第です。折しも本年度には、国立大学
においては「ミッションの再定義」が行われました。
これは、全ての国立大学法人のそれぞれの学部の任
務を改めて明確にしたものです。本学部においては、
前身である鳥取高等農業学校が、県や地元産業会か
らの強い要請があり設立されたことを示し、その精
神に則り、地域産業の問題を学術研究課題として取
り組んできたことを最大の強みとして掲げました。
そして、砂丘・乾燥地農学、菌類きのこ、ニホンナ
シ、鳥インフルエンザ等の特色ある教育研究を通じ
た人材育成、技術・品種開発によって社会貢献を果
たす事を今後の最大のミッションとしています。こ
のような姿勢は地方大学のあり方として高く評価さ

農学部長あいさつ

農  学  部  長

　田　村　文　男

れましたが、いずれも先達の先生方と懸命に研究に
打ち込まれた同窓生の皆様によって打ち立てられた
ものであり、改めて敬意と感謝の念を表すものです。
　次に、本年度 4月に本学部獣医学科と岐阜大学応
用生物科学部獣医学課程との「共同獣医学科」が設
置され、新たな教育がスタートしましたことをご報
告いたします。この新学科は獣医学教育の高度化、
国際基準を目的としたものです。すでに、両校の教
室をインターネット回線でつないだ遠隔講義や、全
員参加の共同実習など全く新しい授業も今年度から
行われております。本学科の設立記念シンポジウム
と祝賀会が 9月に岐阜市でとりおこなわれました。
今後は学年進行とともに、さらに共同学科の授業が
増えてゆきますが、それに対応すべく農学部として
も施設等の整備に重点をおいております。一方、生
物資源環境学科においても教育組織の改変・改組な
どの教育の見直しを行う等、新たな方向性を目指し
た取り組みを積極的に行っております。
　以上のように、本年は今後の本農学部のありかた
に及ぶ大きなターニングポイントを迎えたと言えま
す。加えて、現在農学部では、より研究で輝くため
新たな学内外との共同研究を推進しております。ま
た、国際化を目指しての外国大学生のサマーキャン
プの受け入れ等、新たな方向性を目指した取り組み
を積極的に行っております。一方、農学部棟と農場
等の附属施設も大きく変わり、美化にも努めており
ます。是非クラス会等の際にはおいでいただければ
幸いです。
　終わりに当たり、皆様の鳥取大学農学部に対して
変わらぬご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げ
ますとともに、ますますのご発展を心から祈念いた
します。

　湖山では都市緑化フェアが開催されましたが、湖
山池はアオコ・ヒシ対策等で海水を導入するために
水門が開放された結果、塩分濃度が上昇し、大学と
湖山池の間にある水田では湖山池の水を使用した稲
作が不可能になりました。大学では雨水、湧水を貯
水して農場実習用水田に使用しています。
　また、昨年 7月には同窓生皆様のご協力により平

成 25 年度版同窓会名簿が発行されました。お手元
に届きましたでしょうか。名簿が同窓会活動の充実
発展に利用され、若い同窓生が各地の同窓会支部会
に参加されることを期待しています。
　終わりになりましたが、会員皆様方のご発展とご
健勝を祈念いたしまして挨拶とさせていただきま
す。
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　平成 25 年 9 月 6 日（金）の 18 時より、白兎会館

において役員 29 名の出席を得て役員会が開催され

ました。

　役員会開催に当たり朝倉晋会長及び田村文男新農

学部長の挨拶があり、その後議長として朝倉晋会長

が選出されて議事が進められました。

　まず学内幹事より平成 24・25 年度中間事業報告

並びに平成 24・25 年度中間会計報告が学内幹事に

よって行われ、 質疑応答の後、全会一致で承認され

ました。

　引き続き、旧鳥取高農校舎保存活動のその後につ

いて山口副会長から報告がありました。旧鳥取高農

校舎については同窓会会報第 34 号の朝倉会長の挨

拶でも触れられているように、パナソニック（旧三

洋電機）の撤退に伴い、取り壊しの危機に遭遇して

いました。そして、平成 24 年 6 月 16 日の定期総会

役　員　会　報　告

で「高農校舎保存検討委員会」が立ち上げられ、保

存に向けた取り組みがなされてきたところですが、

朝倉会長や山口副会長を始め委員会メンバーのご尽

力もあって、9月の県議会で「県の財産として県が

管理する」ことが決議されるとのことでした。旧高

農校舎は鳥取大学農学部の歴史そのものであり、ま

た貴重な文化財でもあります。役員会出席者一同、

保存委員会の活動に感謝しつつ、胸をなで下ろしま

した。なお、旧高農校舎とともにあったコンクリー

ト製のベンチ、石碑等は農学部中庭に一時移設して

いる旨の報告が中田副会長よりありました。

　その他、学友会会長に医学部同窓会会長が就任す

る旨の報告がありました。

　役員会終了後は会場を移して懇親会を開催し、旧

交を温めました。

 （山名　伸樹・E昭 46 年卒）

 

１．定期総会　平成24年６月16日

２．会報発行　第34号（平成25年２月）

３．支部活動等

（１）支部総会

　①北海道支部（H24.6）　  ②関東支部（H24.6）

　③熊本県支部（H24.6）　  ④岡山県支部（H24.7）

　⑤鳥取中部支部（H24.7）　⑥沖縄県支部（H24.8）

　⑦山口県支部（H24.8）　  ⑧福岡県支部（H24.11）

　⑨愛知県支部（H24.10）　 ⑩大阪支部（H24.11）

　⑪島根県支部（H24.11）　 ⑫香川県支部（H24.12）

　⑬静岡県支部（H25.1）

平成 24・25 年度中間事業報告 （２）クラス会

　①Ｂ昭和34年　②Ｃ昭和43年　③Ｂ昭和38年

　④Ａ昭和45年　⑤Ｖ昭和35年　⑥Ａ昭和34年

４．卒業式援助　平成25年３月18日

５．慶弔事

　供花　沖　　　正氏（元副会長）

　弔電　伊藤　　功氏（Ｖ昭和36年）

　　　　椎木　澄夫氏（Ｖ昭和23年）

　　　　沖　　　正氏（Ｅ昭和24年）

６．卒業生、新入生へ記念品贈呈　平成24年度

７．高農校舎について

８．その他

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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（１）一般会計 平成 25 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 1,329,842 1,329,842 0
入会金 2,300,000 1,150,000 △　1,150,000 平成 24 年（230 件）
会費   26,360,000 10,717,650 15,642,350  一　般　　367,650（ 65 件）
預金利息 10,158 622 △  　　9,536  新入生　10,350,000（230 件、97％）

　
合　　　計 30,000,000 13,198,114 16,801,886

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

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

    400,000  
    500,000
    800,000
  2,500,000
  1,500,000
  6,000,000
  4,000,000
    100,000
  1,200,000
  1,000,000
  1,500,000
    500,000
  2,000,000
    700,000
    100,000
 2,000,000        
    100,000
  5,000,000
    100,000

    24,487
    123,259
    544,233
  1,290,537
    570,000
  2,778,000
          0
     21,881
    582,015
    651,452
  1,153,200
    337,009
  1,206,345
    200,000
    232,890
    782,420
     50,000

 0
         0

    375,513
       376,741
    255,767

     1,209,463
    930,000

     3,222,000
     4,000,000
        78,119
       617,985
       348,548
    346,800
       162,991
       793,655
       500,000
△     132,890
     1,217,580
        50,000
  5,000,000
    100,000

事務用品、コピー代等
電話、郵送、手数料等
幹事会、役員会
支部総会出席旅費
13 支部、6クラス会
賃金、事務謝金

供花、弔電料
平成 25 年 3 月
平成 24 年 6 月 16 日
総会・支部総会出席旅費
就職ガイダンス、HP、パンフレット
卒業生、新入生記念品
7コース（@100,000）
事務局書庫
新入生買取分
平成 24 年度
終身積立金へ

合　　　計 30,000,000  10,547,728 19,452,272

収入額　13,198,114 円　－　支出額　10,547,728 円　＝　2,650,386 円

平成 24・25 年度中間会計報告

（２）基本財産 （円）
科　　目 予算額 収入済額 備　　　考

前年度繰越金 12,526,038 12,526,038 定期預金
預金利息 23,962 3,435
合　　計 12,550,000 12,529,473

（３）終身会費積立金  （円）
科　　目 予算額 収入済額 備　　　考

前年度繰越金 58,860,532 58,860,532
一般会計より 5,000,000 0
預金利息 89,468 7,663 定期預金
合　　計 63,950,000 58,868,195

（４）退職積立金 （円）
科　　目 予算額 収入済額 備　　　考

前年度繰越金 910,874 910,874 定期預金
一般会計より 100,000 50,000 平成 24 年度分
預金利息 1,126 158
合　　計 1,012,000 961,032

           

{
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であっても進路が決まっていない学生もおります。
同窓会員の皆様には引き続きご支援・ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
 （辻　　渉・Na平 12 年卒）

植物菌類資源科学コース

　同窓会員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。植物菌類資源科学コース
の近況についてご報告いたします。本コースでは「植
物」と「菌類」の多様性を理解し、それらの持つ機
能や能力を改良し、遺伝資源として活用できる人材
育成を目指してまいりました。平成 17 年に発足し
て平成 20 年に第 1回目の卒業生を社会に排出して
以来、5年が経過いたしました。最近になり、卒業
生より多くの声援を在校生に頂けるようになりつつ
あります。また、本コースの特長が広く社会に浸透
し、本コースを目指した受験生が近年増大しつつあ
ります。現在の在校生は、2年生 37 名、3年生 37 名、
4 年生 39 名、修士 1年生 16 名、修士 2年生 9名で
あります。本コースの教員についてでありますが、
前川二太郎教授（菌類分類学、A昭 53 年卒）は連
合農学研究科の研究科長、中桐昭教授（菌類多様性
学）は附属菌類きのこ遺伝資源研究センターのセン
ター長、會見忠則教授（微生物資源学）は副学部長
（教務担当）、そして松本晃幸教授（菌類遺伝資源
学、C昭和 52 年卒）は農学研究科副研究科長として、
学部・研究科の運営において中心的な役割を担って
頂いておられます。その他の教員でありますが、明
石欣也准教授（分子細胞生物学）、田中裕之准教授（植
物遺伝学、A平 8年修了）、上中弘典准教授（植物
分子生物学）、岡真理子准教授（植物生理学）、早乙
女梢助教（菌類系統学）および霜村典宏教授（菌類
育種栽培学、A昭 62 年卒）が本コースの教育・研
究に取り組んでおります。今後とも、植物菌類資源
科学コースの特長を生かしながら優秀な人材を育成
する所存でございます。同窓会会員の皆様におかれ
ましては、これまで以上のご支援ご協力を切にお願
い申し上げます。
 （霜村典宏・A昭 62 年卒）

　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。本コースでは
今年度、教員の異動がありましたのでご報告致しま
す。富田因則准教授（分子遺伝学）が 5月 1日付で
静岡大学グリーン科学技術研究所の教授として転出
されました。一方、野波和好准教授（農業生産工学、
E昭和 60 年卒）が 9月 1 日付で三菱農機株式会社
より附属フィールドサイエンスセンター（FSC）普
及企画部門に着任され、その直後に「コンバインの
脱穀・選別負荷低減技術」という題目で農業食料工
学会関西支部技術開発賞を受賞されました。また、
中秀司助教（昆虫制御学）が 12 月 1 日付で准教授
に昇任されました。田村文男教授（果樹園芸学、A
昭和 57 年卒）は今年度より農学部長・農学研究科
長に就任され、ますます多忙な日々を送っておられ
ますが、持ち前のバイタリティーで農学部を力強く
牽引されています。中田昇教授（栽培技術学、A昭
和 49 年卒）には FSC長、児玉基一朗教授（植物病
理学）にはコース代表・農学部代議員をお務め頂い
ております。その他、山名伸樹教授（生物生産機械学、
E昭和 46 年卒）、山口武視教授（作物管理学、A昭
和 58 年卒）、板井章浩准教授（分子園芸学）、近藤
謙介講師（施設園芸学、Na平成 10 年卒）、辻 渉助
教（作物生産学）の教員 10 名の体制で「現場主義」
をモットーに教育研究に取り組んでおりますが、非
常に残念なことに山名先生が今年度末をもって定年
退職されます。8年間に渡り、その温かなお人柄で
農業機械学に関する教育研究に取り組んでこられる
とともに、FSC 長を 4 年間お務めになるなど学部
運営においても多大なる貢献をされました。1月 28
日に最終講義、3月 15 日に祝賀会が開催されます
のでお知らせ致します。
　最後に学生の動向ですが、一時復調しつつあった
大学院への進学率が再度低下しており教員一同気を
揉んでいるところでありますが、他方では就職希望

コーストピックス

生物生産科学コース

生物資源環境学科
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生命・食機能科学コース

　同窓会の皆さまにおかれましては、益々ご健勝で
ご活躍のこととお慶び申し上げます。本コースの近
況をお知らせいたします。
　現在、本コースには学部4年生43名、3年生 41名、
2年生 36 名、修士課程 2年生 11 名、1年生 12 名が
在籍しています。学部 4年生、修士 2年生はほぼ就
職・進学が決定し、卒業論文、修士論文の仕上げに
夜遅くまで実験に励んでおります。また、12 月か
らは学部 3年生、修士 1年生の就職活動が始まりま
した。
　教員の方は中島廣光教授（環境微生物化学）が農
学部を退職され、本学の理事（教育・国際交流担当）・
副学長に就任され、大学全体の運営に忙しい毎日を
送られています。現在本コースの教育を担当してい
るのは、山崎良平教授（生物化学、C昭和 49 年卒）、
渡邊文雄教授（食品化学）、河野　強教授（生物有
機化学）、石原　亨教授（天然物化学）、一柳　剛准
教授（有機化学）、有馬二朗准教授（生命機能化学）、
藪田行哲准教授（栄養科学）、岩崎　崇助教（生体
制御化学）、小職（微生物工学）の 9名です。さらに、
渡邊教授は副学部長、河野教授は学科長、小職は附
属幼稚園園長を務め、忙しい毎日を送っております。
本年 9 月に開催された「鳥取産業フェスティバル
2013& 鳥取環境ビジネス交流会 2013」で、石原研
究室が「大山エキナセアの抗インフルエンザ活性」
という研究で「研究発表優秀賞」を受賞されました。
今後ともコース教員一同連携し合って、化学を基本
とした特色ある本コースの教育研究に邁進して参り
ます。同窓会の会員の皆様には、今後ともご支援、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
 （森　信寛・微生物工学）

環境共生科学コース

　同窓会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。本コースでは、3月に 34
名の卒業生と 15 名の修了生を送り出し、4月に 44
名の 2年生を迎えました。今年度の就職ですが、ア
ベノミクスのお陰で若干の回復傾向が見えてきまし
たが、未定の学生もちらほらおりますので、いいお

話がありましたらお声かけください。また研究面で
は、大学院生を中心として、林学系および農業土木
系の学会で研究奨励賞等を頂いておりますことをご
報告させて頂きます。教員体制につきましては、三
竿善明准教授（農林制御工学）が昨年退職され、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）、猪迫耕二教授（水土環境保全
学）、市原恒一准教授（森林利用システム学）、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 16 年卒、施設
環境工学）の 13 名体制です。2014 年 3 月には北村
教授、市原准教授が退職されますので大学の近くに
お越しになるようであれば是非お尋ねください。
　今後とも、ますます充実した研究教育体制を目指
して参りますので、今後とも同窓会員の皆様のお力
添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い致します。
 （兵頭　正浩・S平 16 年卒）

フードシステム科学コース

　同窓会員の皆様におかれましては、御清祥のこと
とお慶び申し上げます。
　本コースでは、学部学生4年生27名、3年生 28名、
2年生 19 名、修士院生 7名、博士院生 8名を抱え、
7名の教員で教育研究指導にあたっています。学生
および院生の就職状況は不況局面にありながらお陰
様で順調で、卒業・修了生は公務員、農協、銀行、
小売業、流通業等の多様な職業を得て社会に巣立っ
ています。
　教員は、全員が独立して教育研究分野を担当して
おり、本コースには次の 7つの分野があります。小
林一教授・農業経営学、古塚秀夫（B昭 51 年卒）教授・
会計・経営システム学、能美誠（B昭 55 年卒）教
授・食環境経済分析学、松田俊信教授・消費者行動
学、万里（平 8年連大修了）准教授・流通情報解析
学、松村一善准教授・農業経営管理学、片野洋平助
教・食・農・環境の経済学。また、本年 4月には古
塚教授が入試担当の副学長に就任し、小林教授が評
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価・IT担当副学長を離任しています。
　グローバル化社会の進展に伴い国際対応力を有す
る人材育成が求められるようになり、本コースでも
平成 23 年度からタイ・コンケン大学との学生相互
交流事業を開始し、学生に対する海外研修のチャネ
ルを増やしました。海外研修を通じ学生達は英語に
よるコミュニケーションに積極的な姿勢を示すよう
になり、教育成果が現れています。
　同窓生の皆様には、引き続き本コースの教育研究
に御支援を賜りますようお願い申し上げます。
 （小林　　一・B昭 48 年卒）

国際乾燥地科学コース

　同窓会員の皆様におかれましては、益々、ご健勝
でご活躍中のことと、お慶び申し上げます。
　コースでは現在、学部学生 2 年生 29 名、3 年生
26 名、4 年生 32 名、修士学生１年生 20 名、2 年生
18 名が在籍しております。今年の「国際乾燥地農
学実習」では、2年生全員がメキシコとタイに分か
れて、それぞれ約 1ヶ月間、海外の農業現場におい
て実習に励みました。また、3年生のうち 6名の学
生が、アメリカとメキシコにおける国際人養成実践
カリキュラムに、3～ 4 ヶ月間、参加しました。さ
らに、外務省による戦略的グローバル・パートナー
シップ研修に参加したり、JICAインターンシップ
プログラムに参加したりし、積極的に海外でのプロ
グラムに関わりを持つ学生が多く在籍しています。
　今年度より、藤山英保先生（生物環境化学）は副
学長（国際交流推進担当）として、山本定博先生（環
境土壌学：C昭 58 年卒）はグローバル人材育成推
進室長として、益々ご多用な日々を送られています。
その他、国末達也先生（環境汚染物質化学）、安延
久美先生（国際農業開発学）、山田智先生（植物栄
養学）、西原英治先生（乾燥地作物栽培学）、衣笠利
彦先生（乾燥地緑化保全学）、遠藤（乾燥地環境資
源学）の 8名体制で、コースの教育研究を行ってい
ます。それぞれの教員は国内外いろいろな地域へ出
かけて行き、教育や研究活動を精力的に行っていま
す。分野に所属する学生も教員と一緒に海外で研究
調査に励む機会も多く見受けられています。
　末筆になりますが、今後とも、同窓の皆様のお力

添えとご協力の程、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

　同窓会の皆様にはますますご健勝のこととお慶び
申し上げます。獣医学科の近況をお知らせいたしま
す。獣医学科長には 4月から村瀬敏之教授が就任さ
れ、獣医学科の管理・運営に多忙な日々を過ごして
おられます。学科内の人事異動では、岡本芳晴教授
が附属動物医療センターから獣医外科学（平成 25
年 4 月 1 日付け）に異動され、尾崎弘一助教（獣医
微生物学）が准教授に昇任（平成 25 年 1 月 1 日付
け）、曽田公輔助教（附属鳥由来人獣感染症疫学研
究センター）が平成 25 年 3 月 30 日付けで辞職され、
共同獣医学科講師（獣医感染症学：平成 25 年 4 月
1 日付け）に着任されました。新任教員として 5名
の先生が着任されました。金京純氏が日本大学生物
資源科学部ポスト・ドクトラル・フェローから助
教（獣医寄生虫病学：平成 25 年 4 月 1 日付け）に
着任、西村亮氏が鳥取大学農学部プロジェクト研究
員から助教（獣医繁殖学：平成 25 年 5 月 1 日付け）
に着任、東和生氏が鳥取大学農学部附属動物医療セ
ンター非常勤獣医師から助教（獣医神経病・腫瘍学：
平成 25 年 9 月 1 日付け）に着任、寸田祐嗣氏が北
海道大学大学院獣医学研究科・獣医学部助教から准
教授（獣医病理学：平成 25 年 10 月 1 日付け）に着
任、伊藤典彦氏が東京工業大学バイオ基盤支援総合
センター特任准教授から准教授（附属動物医療セン
ター、獣医神経病・腫瘍学兼務：平成 25 年 10 月 1
日付け）に着任されました。
　岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科について：鳥
取大学獣医学科が、本年度より岐阜大学応用生物
科学部獣医学課程と融合して「共同獣医学科」に
生まれ変わりました（https://www.facebook.com/
torivetmed　をご参照下さい）。その第 1期生が本
年の春に入学され、新カリキュラムのもと獣医学教
育を受けております。1年次の新しい科目としては
大学教育導入演習、教養基礎力養成演習等がありま
す。大学教育導入演習では、岐阜大学の 1年生と鳥
取大学の 1年生が一緒に実習（大山の牧場等）、大
学の研究紹介等の講義を受講します。教養基礎力養
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成演習は、基本的に少人数個別教育（チュートリア
ル教育）であり、倫理学、日本語作文技術やプレゼ
ンテーション法に関する基礎的な知識・技法を習得
します。これらの新カリキュラムを通じて、6年間
の獣医学専門教育における論理的基盤の形成および
獣医学教育を受ける大学生としてのモーチベーショ
ンの持続をはかります。現在は、これまでの獣医学
科の教育課程と新しい共同獣医学科の教育課程の両
方がある状況でございますが、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する所存で
すので、同窓の皆様方のこれまで以上のご支援とご
協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 （森田剛仁・V平成 4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慶び申し上げます。附属
フィールドサイエンスセンターの近況をお知らせい
たします。
　普及企画部門：山名伸樹教授（E昭 46 年卒、生
物生産機械学、部門長）、山口武視教授（A昭 58年卒、
作物管理学）、野波和好准教授（E昭 60 年卒、農業
生産工学）、生物生産部門：中田昇教授（A昭 49年卒、
栽培技術学、センター長）、小職・近藤（Na10 年卒、
施設園芸学）、森林部門：市原恒一准教授（森林生
態系管理学、部門長）の 3部門 6名の教員構成となっ
ています。山名教授は 2期務められたセンター長の
職を中田教授に譲られ、活き活きと教育・研究にお
元気でご活躍中なのですが、残念ながら本年度末で
定年を迎えられます。そこで、センターでは山名教
授の後任として、一足早く野波准教授を 9月 1日に
お迎えしまた。山口教授は副学部長の兼務から解放
され、学生教育と研究にお忙しい日々を過ごされて
います。中田教授は 4月よりセンター長として、学
生教育と研究に併せてセンターの運営にとお忙しい
日々を送っておられます。近藤はセンター着任 5年
目になりました。市原准教授は 9月に開催された全
国演習林協議会の秋期全国大会運営の大役を果たさ
れ、ますますご活発に過ごされておりますが、残念
ながら本年度末で定年を迎えられます。技術職員は、
平成 7年 8 月 1 日着任の森本賢氏が平成 25 年 3 月

31 日付で退職されました。よって、湖山農場、大
塚農場、教育研究林あわせて 10 名となり、教職員
計 16 名で農地や森林を活用した教育・研究・地域
貢献に取り組んでいます。
　4月からは大学の正門そばにある広報センターの
一角で、大学教職員および学生に加え、一般の方も
対象とした農産物の販売を始めました（水曜日、不
定期）。機会がありましたら、足をお運びいただき、
叱咤激励をしていただけたらと思います。また、9
月より牛舎改築工事が進んでおります。来年 4月か
らは機能的に生まれ変わった牛舎を利用した教育・
研究・地域貢献等の活動が、ますます活性化される
ことが期待されます。地域に根ざした教育・研究・
情報発信の機能充実に教職員一同で取り組んでまい
ります。今後とも同窓会員の皆様のご支援とご協力
をお願いいたします。
 （近藤謙介・Na平 10 年卒）

附属菌類きのこ遺伝資源研究センター

　同窓会の皆様におかれましては、益々、ご健勝に
てご活躍のこととお喜び申し上げます。　
　菌類きのこ遺伝資源研究センターの近況について
ご報告致します。センターが本学に設立されて、今
年で 8年目を迎えます。昨年度 3月に文部科学省の
グローバル COEプログラム「持続性社会構築に向
けた菌類きのこ資源活用」が終了し、本プログラム
で蓄積したきのこ類遺伝資源を用いた活用研究を継
続発展させるために、本年度 4 月より「ポストグ
ローバル COEプログラム」をスタートするととも
に、活用研究部門の拡充により研究体制を強化しま
した。基礎研究に関する部門として 2部門：遺伝資
源多様性研究部門に前川二太郎教授（A昭 53年卒）、
松本晃幸教授（C昭 52 年卒）、牛島秀爾助教（Na
平 17 年卒）；遺伝資源評価保存研究部門に中桐昭教
授（センター長）、早乙女梢助教、岡久美子助教（Na
平 13 年卒）、応用研究に関する部門として 3部門：
有用きのこ栽培研究部門に霜村典宏教授（A昭 62
年卒）、會見忠則教授（兼務）；新機能開発研究部門
に太田利男教授（兼務）、北村直樹准教授（兼務）、
高橋賢次准教授（兼務）；物質活用研究部門に渡辺
文雄教授（兼務）、石原亨教授（兼務）、一柳剛准教
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授（兼務）、以上の 5研究部門 14 名で研究に取り組
んでいます。また、平成 25 年 3 月に定年退職され
た尾谷浩名誉教授（A昭 45 年卒）を 4月より特任
教授として迎え、植物病害防除へのきのこ遺伝資源
の活用研究を推進しています。センターではきのこ
類遺伝資源の収集や研究活動に加えて、昨年度より
開始しました、きのこ類遺伝資源の分譲事業、市民
対象のきのこ観察会や講演会などの社会貢献事業に
ついても積極的に行っています。
　今後とも、益々充実した「菌類きのこ資源科学」
に関する教育と研究を教員一丸となって目指して参
りますので、農学部同窓生の皆様方のご支援とご協
力の程、よろしくお願い申し上げます。
 （岡　久美子・Na平 13 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、原田和記准教
授、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・腫瘍学̶伊藤典彦准教授（兼
任）、東　和生助教、繁殖学̶菱沼　貢教授、西村
　亮助教、臨床検査学̶竹内　崇教授、杉山晶彦准
教授、画像診断学̶今川智敬教授、柄　武志准教授
の計 13 名であります。さらに、動物看護士 3名と
事務員 2名を加えて運営しております。診療科は、
内科、外科、産科、腫瘍科、循環器科、神経科、皮
膚科、代謝・内分泌科、眼科、検査科、画像診断科、
産業動物科、野生動物科を設置しており、上記の教
員が 2～ 3の診療科を掛け持ちで診療にあたってお
ります。
　近年、急速に発展してきました画像診断技術は動
物医療になくてはならない存在となっています。そ
こで、平成 25 年 2 月にＣＴ装置を 16 列マルチスラ
イスＣＴに更新し、より鮮明な画像での診断が可能
となり、3Dプリンターを用いて立体造形も行って
おります。また、産業動物獣医療充実の一貫として、
牛、馬、豚、山羊、羊の入院棟（大中動物入院棟）
の改修工事を進めており、来年 3月竣工予定となっ

ております。今後も、それらを通じて獣医師の養成
に役立てるとともに、中国地域を中心とした地域開
業獣医師との連携と高度な診療情報提供サービスに
努め、地域社会に対して今まで以上に貢献できるよ
う鋭意努力いたします。
　獣医学教育につきましては、平成 25 年 4 月から
岐阜大学との共同獣医学科を設置し、29 年度から
は総合参加型臨床実習が導入されます。この実習
は、より実践的な経験を積ませることを目的として
おり、小動物ばかりでなく、産業動物（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
様方のご支援とご協力をお願い申し上げます。
 （動物医療センター長　竹内　崇・V昭 61 年卒）

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

　農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究セン
ターは今年、開設 7年目を迎えております。幸い、
2011 年 3 月以降、高病原性鳥インフルエンザの国
内発生は報告されていませんが、ひとたび目を国外
に向ければ、H5N1 亜型の高病原性鳥インフルエン
ザが今尚、中国、ベトナム、インドネシア、エジプ
トなど一部の国々で流行が繰り返されています。さ
らに、昨年 3月、中国本土において、H7N9 亜型の
低病原性鳥インフルエンザウイルスが人に感染し、
これまでに感染者 134 名、うち 43 名の死亡が確認
されています（2013 年 7 月 20 日現在）。その他に
も台湾の H6N1、中国の H9N2 や H10N8 ウイルス
の人への感染など海外における鳥インフルエンザの
流行は、近年一段と多様化、複雑化の様相を呈して
います。
　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、国内を中心にその鳥インフルエ
ンザの疫学調査と防疫対策に貢献して参りました。
とくに昨年度から農林水産省レギュラトリーサイエ
ンス事業として、養鶏場へのウイルス運搬者として
の野鼠のリスク評価についての研究を継続実施して
います。また、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
が中心となって、北ベトナムにおける共同疫学調査



農学部同窓会会報（35号）10

を継続実施しております。今後もこのように国内の
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、研究調査を実施して参りたいと存
じます。
　これから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撲滅に
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）

乾燥地研究センター

　本センターでは、気候・水資源、生物生産、緑化
保全、社会経済、保健・医学の 5研究部門と乾燥地
植物資源バンク室が、乾燥地における自然－社会系
の持続性の維持・向上に資する研究を行っています。
近況をご報告させていただきます。生物生産部門の
坪充先生が退職され、南アフリカ共和国の農業研究
機構でご活躍されています。社会経済部門の安藤孝
之先生が国際交流センターの教授・副センター長と
して異動されました。一方、昨年度末に農学部を定
年退職された田中淨先生が、本センターの特任教授

に着任されました。また、若手研究者が自立して研
究できる環境を整備する文部科学省の「テニュアト
ラック普及・定着事業」に採択され、岡本昌憲助教
（専門分野：植物分子生物学）が着任されました。
　本センターは、共同利用・共同研究拠点（乾燥地
科学拠点）に認定されており、毎年 60 件をこえる
公募による全国共同研究を実施しています。年に一
回、共同研究発表会を開催し、特別講演や研究成果
の発表、情報交換などを行っています。今年は 12
月 7、8 日に開催し、全国から 136 名の研究者や大
学院生らが参加して、活気あふれる研究交流を行い
ました。
　また、昨年度から、学生・教職員が協力して、老
朽化したビニールハウスの撤去や、アンズの植栽な
どを行っています。アンズは乾燥地の主要な果樹で、
淡紅色のウメに似た花を咲かせます。数年後には正
門から美しいアンズ園を見られると思いますので、
鳥取砂丘にお越しになる機会がありましたら、ぜひ
お立ち寄りください。
　末筆ではございますが、同窓会のみなさまのます
ますのご発展とご健勝をお祈り申し上げます。
 （留森寿士・A平元年卒）

高 農 校 舎 保 存
　旧高農校舎は、昭和 41 年、農学部の湖山移転
後も三洋電機が保存・活用にご尽力いただいてお
りました。しかし残念ながら、三洋電機はパナソ
ニックへの吸収合併に伴い、高農跡地売却が必要
となり、平成 25 年 1 月に約 50 年にわたって最後
まで保存していただいた旧高農校舎本館を平成
25 年 3 月末までに解体する必要があると、同窓
会に連絡がございました。
　同窓会としては平成 24 年 6 月の総会で朝倉会
長の下で高農校舎保存検討委員会をたちあげ、会
長を中心に土地売却先などに関して情報収集を
行っていたところでありました。さっそく臨時幹
事会を開催し、三洋電機に解体を延期し、校舎を
残した状態で土地を売却していただくよう切に要

望いたしましたが、了承が得られませんでした。
　その後、同窓会は鳥取市並びに鳥取県に校舎保
存を訴え、校舎保存した状態での土地の購入、並
びに購入先の検討をお願いいたしました。県議会
は 3月 7日に県に対して校舎保存を関係者に働き
かけることを求める決議を行いました。
　県からの要請を受け、鳥取市は校舎を残したま
ま買収し、企業誘致を進めた結果、11 月岡山市
の和菓子メーカーの進出も決定され、高農校舎に
は鳥取の企業㈱ LASSIC が入り、存続される事
になりました。今後は人材研修施設等として広く
活用されることを願っております。
 （中田　昇・A昭和 49 年卒）
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●助教　岡　　　久美子（Na平 13年卒）
　平成 25 年 4 月 1 日付で菌類きのこ遺伝資源研究
センターの助教として着任いたしました。
　私は平成 17 年度に本学で学位取得後、（地独）大
阪府環境農林水産総合研究所および（独）農業生物
資源研究所の任期付研究員を経て、現在に至ってお
ります。これまでは、植物病理学分野において基礎
から応用まで幅広い研究課題に取り組んできまし
た。現職に就いて以降は、国内外で収集したきのこ
菌株の遺伝学的同定や培養・保存法の検討、さらに
活用目的にあった有用株を選抜するための性状評価
を行い、それらの情報を付加したデータベースの構
築に取り組んでいます。母校に微力ながら少しでも
貢献できるよう、頑張って参りたいと思っておりま
す。今後とも何卒よろしくお願い致します。

●助教　牛　島　秀　爾（Ba平 17年卒）
　平成 25 年 4 月 1 日付で菌類きのこ遺伝資源研究
センターの遺伝資源多様性研究部門の助教として着
任致しました。
　平成 24 年に鳥取大学大学院連合農学研究科にて
学位取得後、本センターでの研究員を経て現在に至
ります。専門はハラタケ類のキノコの分類ならびに
生態学的研究です。特に分類学的研究では、形態
に加えDNA解析や交配試験等の手法を取り入れて
行っております。
　日本はもとより学内にも未知なキノコが沢山存在
します。日本産ハラタケ類の全貌を明らかにするこ
とを目指し、日々様々なきのこを収集し、興味深い
ものがあれば報告するとともに、難培養性キノコの
培養方法の検討にも取り組み、農学部と菌類きのこ
遺伝資源研究センターと地域の発展に貢献していく
所存です。

●助教　東　　　和　生（V平 22年卒）
　平成 25 年 9 月 1 日付けで、共同獣医学科臨床獣
医学講座獣医神経病・腫瘍学教室の助教に着任いた
しました。私は平成 22 年に本学を卒業後、山口大
学大学院連合獣医学研究科に入学いたしました。大
学院時代から、様々な疾患に対する天然由来物質の
評価を行ってまいりました。現在はそれらの研究を
さらに進めると同時に、腫瘍に対する新規治療法の
開発・評価に獣医外科学教室と合同で取り組んでい
ます。現在は教育、診療、研究に奔走する日々です。
浅学非才の身ではございますが、教員としてまた同
窓生として本学の発展に寄与できればと考えており
ます。諸先輩方におかれましては、今後共お力添え
を賜りますようお願い申し上げます。

●助教　金　　　京　純
　平成 25 年 4 月 1 日より、鳥取大学農学部共同獣
医学科の助教として着任いたしました。教員職とし
て初めてのスタートということもあり、学生から学
ぶことの方が多いように感じています。将来、獣医
師として活躍することを目指す学生の興味と、時代
と共に変化する社会のニーズとを繋いでいけるよ
う、私自身も学生と共に成長していきたいと思いま
す。これまで続けてきた疾病媒介昆虫の研究につい
ても、鳥取という自然豊かな立地を生かした研究へ
と発展させていきたいと思います。至らない点が多
く、周りの先生方には色々な面でご迷惑をお掛けし
ますが、これからもご指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜
しくお願い申し上げます。

●助教　西　村　　　亮（V平 25年卒）
　平成 25 年 5 月 1 日付で獣医繁殖学教育研究分野
の助教に着任致しました西村亮（獣医学科、平成 

　遺伝資源多様性研究部門

菌類きのこ遺伝資源研究センター
　遺伝資源評価保存研究部門

共同獣医学科
　獣医神経病・腫瘍学教育研究分野

　獣医寄生虫病学教育研究分野

　獣医繁殖学教育研究分野
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　支部だより

 岩崎　克己（A昭 57 年卒）　

　厳寒の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上

げます。平素は、本会の活動にご理解、ご協力を賜

り感謝いたします。

さて、本年も 1月の第 2土曜日に静岡県支部総会及

び懇親会が開催されました。

　農学科が幹事を務め、同窓会本部から来賓として、

辻　渉　先生（生物資源環境学科作物生産学助教・

農林総合科学科平成 12 年卒）をお招きすることが

できました。

　総会では、会務（事業及び収支決算）報告が承認

されるとともに、副支部長の改選については長谷川

剛司様（林学科昭和 58 年卒）と神納　徹様（農芸

化学科平成 2年卒）が選出されました。また辻先生

からは、母校の学科・コースの変遷、施設・設備の

充実、研究活動の実績等について近況報告をいただ

きました。

　総会後の懇親会では、顧問の松南　徹様（農業工

学科昭和 33 年卒）の乾杯に始まり、今回は特に新

25 年卒）と申します。
　私は平成 18 年 9 月に岡山大学で学位を頂いた
後、本学獣医学科に AO 入試を経て入学し、6 年
の獣医学課程を修了して現職に着任致しました。着
任後は主に産業動物・繁殖学に関わる実習を微力な
がら分担しております。研究においては学位論文の
テーマを継続し、ウシの黄体および卵胞の生理機能
について解析を進めております。また、臨床技術を
磨く目的で、本学農学部フィールドサイエンスセン
ター、鳥取県畜産試験場等での実践と研修を重ねて
おります。
　獣医学科臨床系教員として、より良い臨床教育が
実現できるよう臨床技術の研鑽、臨床的研究・教育
に懸命に励む所存です。今後ともご指導の程、何卒
よろしくお願い致します。

●准教授　寸　田　祐　嗣
　平成 25 年 10 月 1 日より共同獣医学科・病態獣医
学講座・獣医病理学教育研究分野の准教授に着任致
しました寸田祐嗣（すんでんゆうじ）と申します。
以前は北海道大学獣医学研究科・獣医学部に約 6年
間勤務しておりました。動物の病気の診断、病気に
なるメカニズム、感染症等に興味を持って研究をし
ております。近年、食の安全確保や様々な新興・再

興感染症が発生し大きな社会問題になるなど、農学・
獣医学に求められるニーズは多様化しております。
広い視野を持って社会に貢献できる人材の輩出を基
盤とし、教育研究に励みたいと考えておりますので、
同窓会員の皆様方には今後とも御指導、御鞭撻を賜
りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

●准教授　野　波　和　好（E昭 60年卒）
　平成 25 年 9 月 1 日付で附属フィールドサイエン
スセンター普及企画部門に准教授として着任いたし
ました。
　私は、昭和 62 年に鳥取大学大学院修士課程を終
了した後、26 年余りの間、松江市にあります三菱
農機株式会社において主に農業機械に関する先行技
術開発研究を担当してまいりました。また会社から
の派遣により平成 3年からの 3年間、鳥取大学大学
院連合農学研究科に在籍して学位を取得いたしまし
た。
　私が在学していたころに比べて農業機械系の教官
が激減していますが、機械化に対応できない農業は
衰退すると言われています。これまでの経験を生か
し、農業生産における身近な課題に対する機械化研
究を通して地域貢献および人材育成をしていきたい
と思っております。

附属フィールドサイエンスセンター　普及企画部門　農業生産工学研究分野

静岡県支部

　獣医病理学教育研究分野



農学部同窓会会報（35号） 13

44 年卒）副支部長に永野安彦、（V昭 35 年卒）小

幡　誠（B昭 39 年卒）、豊島邦光（A昭 47 年卒）、

中西史三（C昭 49 年卒）、の各氏がつきました。残

念なことに、高農のOBが参加されず、また農学部

の名前はあるものの従来のA、C・・・という名称

もなくなりさびしい思いです。高農校歌、大学校歌、

啓成寮歌をおぼろげながらも熱唱、今よみがえる青

春の息吹…といったところ。湖山へ移って 47 年、

もうあの吉方の旧校舎のことを知っている方も第一

線をしりぞかれて、3月に自他ともに認めていた貴

重な大正期の校舎が壊される寸前に鳥取県、鳥取市、

同窓会のご尽力により保存が決まりました。鳥取県

民、市民にとり大正時代を代表する高農校舎と明治

時代の仁風閣があるということは貴重な財産です。

有効な活用を望みたいものです。地域の農業、産業

に寄与した高農、その伝統を受け継いだ大学の研究

や先輩が残された有形無形の財産はこれからもきっ

と後輩に受け継がれていくことを期待しています。

鳥取大学に学び、卒業した同窓諸氏が母校を誇りに

思わなくなったら自分を否定することになります。

全国に活躍する同窓の皆さんも各支部に目を向けて

ください。毎年総会をやってくれ！の言葉に勇気づ

けられ、次回を楽しみに散会しました。

 田村　隆明（V昭 43 年卒）　

　平成 25 年 7 月 6 日（土）15 時より和歌山城側「ま

つや」にて会員参加者 19 名で第 13 会支部会（鳥取

会）を開催いたしました。

会員 4人の歓迎ムードの中、恒例の近況報告や懐か

しい昔話に、本部からいただいた銘酒「強力」の勢

いが加わり、一段と盛り上がった楽しいひと時を過

ごすことができました。

　懇親会の締めは、次回幹事である農芸化学科（生

塩幸雄様：昭和 33 年卒）の頼もしい挨拶と再会を

期して唄った「貝殻節」で閉会となりました。

　今回は、現会員と新会員（昨年、同窓会本部発刊

の会員名簿により判明した会員）の 25 人の出席 (

当日 2人欠席 ) でしたが、都合により出席できなか

った会員にも当日の楽しい雰囲気を是非とも感じて

いただきたいと、懇親会の集合写真を送付し、来年

の出席者倍増を目指そうということになりました。

　最後になりましたが、鳥取大学農学部の更なる発

展と会員皆様のますますのご健康、ご活躍をお祈り

いたします。

 西田　喜彦（B昭 45 年卒）　

　平成 7年に支部が発足し、2年ごとの総会も 4回

までは行われていましたが、今回平成 24 年 11 月、

ようやく第 5回を開催することが出来ました。最初

は 70 名の参加がありましたが年々少なくなり、今

回は 25 名と低調でした。本部から中田　昇先生、

大阪出身の現役学生の参加があり、今回初めての方

もあり、今後が楽しみです。金丸支部長が亡くなら

れて空席になっていた支部長に今川喜佐雄氏（E昭

大阪支部

和歌山支部
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　総会に先駆け物故会員に対する黙祷の後、坂部弘

次（E昭 42 年卒）支部長挨拶の後、型どおりの収

支決算、事業計画及び予算協議、等スムーズに承認

を得ました。最後に役員改選があり、副支部長の田

村隆明（V昭 43 年卒）副支部長に神藤　宏（E昭

52 年卒）西村直己（V昭 53 年卒）玉置美保子（B

昭 53 年卒）の 3 名を選出し総会を終了しました。

目前の料飲から即座に最年長の木村幹次郎氏（A昭

20 年卒）の乾杯の音頭で懇親会に移り、本部より

お迎えした山口武視フィールドサイエンスセンター

教授より大学の現状報告がありました。特に獣医学

科の岐阜大応用生物科学部と鳥大農学部共同獣医学

科が今年度からスタートすることと、旧農学部吉方

校舎の高農時代からの講堂を久しぶりに見て驚き、

荒廃したススキ野にぽつんと廃屋のようで、残すの

であればかなりの手を加えないと無理でないかとの

私見でした。我々が最後にしての湖山移転でしたの

で、後の後輩はあまり興味なさそうでした。その他

の学内近況報告を聞きながら、宴も盛況の最中に私

事の急用にて中座せざるを得なくなり、皆様に後を

お願いして退席しました。此の稿をお借りして支部

の皆様に重ねてお詫び申し上げます。

 下地　秀作（獣医学科平 6年卒）　

　沖縄県支部総会は、平成 25 年 9 月 21 日（土）の

夜那覇市内「料亭那覇」において、中田昇教授（A

昭 49 年卒）、松本晃幸教授（C昭 52 年卒）、大学同

窓会事務局の北嶋邦恵さんを迎えて行われました。

3連休中での開催であったため、参加者は昨年より

若干減りましたが大いに盛り上がったのではと思い

ます。先生方からの詳細な鳥取大学および湖山近況

報告等があり、会員皆懐かしく聞くことができまし

た。今回は平良弘さん（工学部昭和 45 年卒）、高橋

まりこさん（V平 23 年卒）から鳥取の地酒の差し

入れ、大学からも「強力」の差し入れがあり、沖縄

なのに泡盛より日本酒？が充実した宴会となり、贅

沢にも「強力」での乾杯となりました。2次会は、

沖縄風居酒屋で先生と北嶋さん、松川会長、多嘉良

事務局長、高橋さんでゆっくり沖縄料理と泡盛を堪

能し那覇の夜は更けていき・・事務局長が先に撃沈、

そっとしておいてしばらく先生と懇親してお開きと

なりました。年 1回の同窓会、先輩たちの元気そう

な姿が拝見されて安心しました。来年は後輩（若手）

も参加して大いに盛り上がる同窓会になるようにと

思っております。

 前田　悠希（生物資源環境学科 2年）　

　今回熊本県出身ということで熊本県支部総会に参

加させていただきました。私は、初めての場所、初

めて会う人が苦手で、自分参加しますと言ったもの

の、会場までの道中、気分は重く不安でたまらなか

ったです。会では熊本弁が飛び交い、初対面の方ば

かりでしたが、早々に馴染めました。モジモジして

いた最年少の私をみなさんが気にかけてくださった

ので、居心地がよかったです。お料理も美味しくい

沖縄支部

熊本支部に参加して
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ただきました。私は未成年なのでお酒を飲めません

でしたが、お酒が入ったみなさんはいっそう盛り上

がって楽しい雰囲気でした。

　そんな中でも私の緊張がピークに達したのは、近

況報告。私の番が来た時には頭が真っ白…。参加前、

私は将来の夢・ビジョン等を話すことを求められる

と思っていたので、一応準備をしたのですが、あま

り必要がなかったかなと思いました。参加された方

は、職業・専門分野が違えども、今も「農」に携わ

っておられる方が多く、普段大学では耳にすること

のできない農業現場の声、その運営・管理をされて

いる方の声を聞くことができました。

　今回、参加させていただいて得られた収穫は 2つ

ありました。1つ目は、現在行われている農政、県・

市町村の取組みについて、私はほとんど知りません。

それらに対する農に携わる方の声を聞いたこともな

く、また自分の意見を持ちあわせてもいません。こ

んなにも無知なままではいけないと痛感しました。

将来困るのは結局は自分、そう感じました。

　2つ目は、上司・目上の方に対しての振る舞いを

間近で見られたことです。一旦社会に出てしまえば、

円滑に日常生活を送る上で大切になってくることか

と思います。これらについて知っておき、また学ん

でおいた方がいいと感じました。

　話は一変しますが、私が驚いたことは会の最後に

全員で起立して歌を歌ったことです。なんと鳥取大

学の学歌でした。鳥大に学歌があるというのは知ら

なかったので、私のちょっとした驚きでした。ここ

まで長くなりましたが、今回は参加できてよかった

と感じています。機会があれば是非また参加したい

と思います。

クラス会だより

 鹿　田　道　夫　

　平成 25 年 11 月 23 日（土）、勤労感謝の日、鳥取

市内「ホテルモナーク鳥取」において、恩師鈴木實

先生（家畜生理学）をお招きしてクラス会を開催し

た。

　昭和 46 年 4 月に入学した者と昭和 50 年 3 月に一

緒に卒業した者の 45 名のクラス会だが、鬼籍に入っ

た者も既に3名いる。年齢幅も4～5歳ほどあるが、

共に研究室で勉学・遊びにと励んだ仲間である。今

年の 3月には誰もが還暦を迎え、区切りの良い時期

ではないかという声もあり、地元でクラス会を開催

することとなった。現在、地元の鳥取に住む 4名（坂

井、阿部、松田、鹿田）が世話役となり、7 月 31

日には、鈴木先生のお宅にお邪魔し、クラス会への

ご出席をお願いした。先生を含め 16 名のクラス会

となりました。

　久しぶりのクラス会で、積もる話もあるだろうと、

懇親会の開宴を午後 5時に設定した。当日早めに来

た者の中には、卒業後、初めて鳥取大学を見た者も

おり、38 年の歳月を経過した大学や周辺の様子に

驚いていましたが、構内の建物や木々には、当時の

面影もいくつか残っていると懐かしがっておりまし

た。

　懇親会は、黙祷の後、鈴木先生から、「皆が誠実

に謙虚さを忘れずにやって来たので、今の人生があ

ると思う。これからは、人生を大いに楽しんでくだ

さい」との激励の挨拶をいただいた。続いて、幹事

の坂井女史から、残念ながら欠席された者の近況に

ついて報告があった後、最長老の末冨さんの乾杯の

音頭で懇親会がスタートしました。

　出席者の近況報告が始まった頃には、かなりの盛

り上がりで、料理の「カニすき」にも、あまり手が

出ておらず、誰もが話に夢中となっていて、あっと

いう間に 3時間の飲み放題コースが終わってしまい

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

獣医学科 昭和 50年卒
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事 務 局 だ よ り
　会員の皆様、いかがお過ごしですか？
　今年、久々に関東地方にも雪が積もり、移植ご
てやお皿で雪かきをしているニュースを横目で見
ながら、「何だぁあ、それで、雪かきのつもり？・・」
とおばさん根性丸出しだった私。ところが、２度
目は南岸低気圧とかで、まさに記録的な大雪‼日
に日に被害者も続出、孤立集落等も出て大変なこ
とになり、何年か前の年末の鳥取を思い出し、改
めて自然災害の脅威を感じました。幸い、今年の
鳥取は雪が少なく、郡部集中の雪で、スコップ片
手に長靴出勤したものの、湖山に着くと「ここは
どこ？」状態で雪は無く・・有難いことです。
　昨秋、長年副会長をしていだいた坪倉操先生（獣
医学科昭和 25 年卒）が亡くなられました。ここ
に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。私が勤務
し始めてから 10 年以上は幹事の先生が変わるた
びに、荷物をしょって各先生の研究室にお邪魔虫
のやどかり生活。何とか同窓会に事務室を！と当
時の農学部長・故山根乙彦先生と坪倉先生達の多

大なるご尽力で学内に部屋をいただけることにな
りました。学部改修等で何回か引っ越しはしまし
たが、おかげさまで、現在も農学部４階に事務局
があります。
　坪倉先生には中国、韓国の支部設立にもご尽力
いただきました。韓国支部総会にご一緒させてい
ただいた折、はからずも私のハラボジ（おじいさ
ん）に間違われ、えらくご立腹されていたチャー
ミングなお顔が忘れられません。
　中国から卒業生が来鳥された折、皆で毎日練習
した「北国の春・中国語バージョン」を少々はず
しながらも熱唱されていたお姿・・。思い出はつ
きません。
　長い間、同窓会に対し、ご支援、ご指導いただ
きました先生に心より感謝申し上げます。なお、
大学のシステム変更により同窓会メールアドレス
が変更になりました。お送りした封筒、下記にも
明記しておりますので、何卒よろしくお願いいた
します。 同窓会事務局　北嶋邦恵

ました。
　懇親会終了後、全員で先生を見送った後、4階の
大部屋での二次会に移り、学生時代の懐かしい話を
夜中の 12 時頃までして眠りに着きました。
　翌日は、遠く大分や埼玉から来た者もおり、皆忙
しく、朝食後に解散となりました。
　今回のクラス会開催に当たって、近況を確認した
ところ、ほとんどの者が、60 歳を過ぎても、まだ
元気に仕事を続けており、これからも楽しいクラス
会ができると喜んでいるところです。
　終わりになりましたが、農学部同窓会からのクラ
ス会援助金ありがとうございました。

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

 原　田　公　夫　
日時：平成 25 年 10 月 5 日　18：00 から
会場：鳥取市富安　対翠閣
　昭和 36 年 3 月卒業以来、7回目の「ねじき会」（世
話教官のあだ名が「ねじき」ツツジ科の低木で幹が
ねじれているのでこの名前）を開催。会員 19 名中
11 名が参加（内県外 4名）。第 6回目以降 4年間で
3名が他界。3名のご冥福を祈った後開宴。50 年以
上昔の学生時代の思い出話に花が咲き、2時間の予
定を 1時間オーバーの 9時、宴たけなわの中、3年
後の再会（傘寿）を約束し閉会。楽しい一夜でした。

林 学 科 昭和 36年卒




