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　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、いつも同窓会

活動にご支援ご協力を頂いておりますことを、心か

ら厚く御礼を申し上げます。

　昨年の夏は北海道から九州まで、短時間の猛烈な

降雨により大きな被害に見舞われ、広島県では多く

の土砂災害が発生し、人的被害も発生し、気象庁で

は特定の地域名がつかない「平成 26年8月豪雨」と

命名されました。被災地の一日も早い復興を祈念し

てやみません。鳥取市は記録的豪雨はございません

でしたが、雨が降り続き、昨年８月の日照時間は平

年のおおよそ半分で、冷夏となりました。

　さて昨年６月の総会において引き続き、農学部同

窓会会長を仰せつかりました。同窓会のあり方など

懸案事項のある中、更に心を引締め、同窓会の発展

に努力いたしたいと考えているところであり、何卒

よろしくお願い申し上げます。

　旧鳥取高農校舎保存は、昨年、解体の一歩手前ま

で参りましたが、鳥取県、鳥取市並びに同窓生等の

多大なご助力により、土地は鳥取市が、建物は鳥取

県がそれぞれ取得することになりました。建物は改

修後、鳥取市の情報技術開発会社ラシックスに貸与

することにより、保存されることになり、平成26年

３月12日、事業拡張支援と旧高農校舎活用に関する

農学部同窓会会長

　朝　倉　　　晉

あ　い　さ　つ
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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。一昨年度より

農学部長をつとめております田村です。微力ですが

鳥取大学農学部が、これまで以上に発展できるよう

努力する所存ですので、皆様のご協力をよろしくお

願い申し上げます。さて、昨年も農学部には様々な

ニュースがありました。ここでは主な点を報告いた

します。

　昨年度、全国立大学の学部で、その任務を改めて

明確にする「ミッションの再定義」が行われました。

本学部においては前身である鳥取高等農業学校から

続く、地域産業の問題を学術研究課題として取組ん

できたことを大きな特徴として掲げました。このよ

うな先輩諸氏の取り組まれた研究をベースにして、

さらに展開すべく、教職員一丸となって様々な取り

組みを行っております。その成果として本年度農学

部教員が中心となって行う２件の大型研究プロジェ

クトが採択されました。一つは、科学技術振興機構

の「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム

（SATREPS）研究課題」です。乾燥地域で塩分を

農学部長あいさつ

農  学  部  長

　田　村　文　男

含む地下水を用いて魚の養殖を行い、その排水で塩

分吸収の顕著な作物を栽培して水質浄化をはかり、

その水を作物露地栽培に利用する方法を開発しよう

とするものです。もう一つは農林水産省の、「攻め

の農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事

業」です。日没時に短時間、加温と赤色光照射する

と園芸作物の生長が著しく良好になることがこれま

での研究によってあきらかにされており、その生理

的メカニズムを解明してより効果を高める温度、光

管理技術を組み立てようとするものです。

　一方、教育面においても新たな取り組みを行って

おります。農学部では、本年度からクオーター制の

導入等の新たな制度を基にして多くのグローバル教

育プログラムをスタートさせました。これまで農学

部で行ってきた海外における教育研究をベースにし

て、海外留学等により、さらに実力をつけようとい

うものです。昨年度発足した岐阜大学との共同獣医

学科においては、遠隔授業等あらたな教育方法も取

り入れております。今後も時代変化に応じて、様々

な教育改革を行い、社会に貢献できる人材育成を進

める所存です。

　このように、農学部では先輩方の築かれた歴史と

伝統を活かして、教育と研究を充実させるべく、職

員一丸となって邁進して参ります。同窓会員の皆さ

ま方の一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。

協定書に調印いたしました。同窓会は校舎保存支援

として300万円の寄付をさせていただく事が決まり

ました。

　同窓会活動としては、平成25年度版会員名簿を発

行いたしました。同窓会活動に多いに活用していた

だければと存じます。さらに、同窓会のあり方など

懸案事項もございますが、在学生活動の支援等を通

して、在学生に同窓会活動を周知し、卒業後に支部

活動等の同窓会活動にスムーズに参加できる雰囲気

つくりに努めてまいりたいと存じます。

　また、昨年は学友会主催のホームカミングデー開

催年で、平成26年10月12日（日）日東電工株式会社

取締役会長　柳楽幸雄氏をお招きして講演会を開催

するとともに、ウエルカムパーティー、キャンパス

内の施設見学等を行いました。たくさんの同窓生の

皆様にもご参加いただきました。

　最後になりましたが、会員皆様方のご発展とご健

康を祈念いたしまして、あいさつとさせていただき

ます。
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　平成26年６月28日（土）の11時より、全国から役
員68名の出席を得て白兎会館において定期総会が開
催されました。
　中田昇学内副会長（A昭49年卒）の司会のものと
で総会が開始され、開催に当たり朝倉晉会長及び田
村文男農学部長の挨拶があり、その後議長として石
川行弘氏（C昭39年卒）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年度事業並びに会計
報告が行われ、質疑・応答の後、承認されました。
引き続いて、平成26・27年度の事業計画並びに会計
予算案が説明され、同様に質疑・応答後、承認され
ました。
　また懸案事項であった旧鳥取高農校舎の保存につ
いては鳥取県議会の決議に基づき、平成26年3月12
日に鳥取県知事公邸にて、鳥取市に本社をおく情報
システム開発企業の株式会社LASSIC、鳥取県、鳥
取市、農学部同窓会の4者で保存・活用に関する協
定書が交わされたことが会長より報告されました。
総会出席者一同がこの決着に対する朝倉会長や山口

定　期　総　会　報　告

副会長を始めとする「高農校舎保存検討委員会」
関係者のご尽力に感謝しつつ、「高農校舎保存寄附
金」を通して今後の保全等に協力することを確認し
ました。なお、現在農学部中庭に一時移設されてい
る石碑等についても旧校舎跡地に戻される旨の報告
が中田副会長からありました。
　その他、役員の改選が行われ、提案・審議の後、
承認が得られました。新役員は、会長：朝倉晉（F
昭29年卒）、副会長：秋籐宏之（A昭31年卒）；山口
享（C昭31年卒）；林隆敏（V昭35年卒）；作野友康
（F昭37年卒）；谷口興治（E昭39年卒）；前田千博（B
昭35年卒）、監事：小原隆三（A昭28年卒）；川下全
功（F昭39年卒）；松本晃幸（C昭52年卒）、学内事
務局については、学内副会長：中田昇（A昭49年卒）、
常任幹事：能美誠（B昭55年卒）、遠藤常嘉（N平４
年卒）、辻渉（N平12年卒）、原田和記（V平15年卒）
となりました。
　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。
　　　　　　　　　　　（松本　晃幸・C昭52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
　支部総会　22支部
　北海道支部（Ｈ24. 6） 関東支部（Ｈ24. 6）
　熊本県支部（Ｈ24. 6） 岡山県支部（Ｈ24. 7）
　鳥取中部支部（Ｈ24. 7） 沖縄県支部（Ｈ24. 8）
　山口県支部（Ｈ24. 8） 福岡県支部（Ｈ24.11）
　愛知県支部（Ｈ24.10） 大阪支部（Ｈ24.11）
　島根県支部（Ｈ24.11） 香川県支部（Ｈ24.12）
　静岡県支部（Ｈ25. 1） 富山県支部（Ｈ25. 5）
　熊本県支部（Ｈ25. 6） 関東支部（Ｈ25. 6）
　和歌山県支部（Ｈ25. 7） 鳥取中部支部（Ｈ25. 8）
　沖縄県支部（Ｈ25. 9） 福岡県支部（Ｈ25. 9）
　静岡県支部（Ｈ26. 1） 京都支部（Ｈ26. 3）
　クラス会　13クラス
　Ｂ昭和34年　　Ｃ昭和43年　　B昭和38年
　Ａ昭和45年　　Ｖ昭和35年　　Ａ昭和34年
　Ｃ昭和49年　　Ｃ昭和35年　　Ｃ昭和36年
　Ｆ昭和36年　　Ａ昭和38年　　Ｖ昭和50年
　Ｅ昭和37年

平成 24・25 年度事業報告

４・卒業式援助　平成25年３月18日、平成26年３月18日
５・慶弔事
　　祝電　叙勲　杉信賢一氏（Ａ昭和40年）
　　供花　　　　沖　　正氏（Ｅ昭和24年・元副会長）
　　　　　　　　坪倉　操氏（Ｖ昭和25年・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）
　　　　　　　　小川博文氏（Ｖ昭和35年）
　　　　　　　　坪倉　操氏（Ｖ昭和25年）
　　　　　　　　田中寛舒氏（Ｖ昭和25年）
６・卒業生、新入生へ記念品贈呈　平成24・25年度

優秀学生（学長表彰）記念品贈呈　平成24・25
年度

７・高農校舎について　㈱LＡSSIＣ、鳥取県、鳥
取市、農学部同窓会による４者協定締結

８・高農跡碑、ベンチ移設（高農跡地より鳥取大学
農学部中庭）

９・探検部世界大会参加援助
10・その他
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（１）一般会計

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 2,300,000 0 平成24・25年（460件）
会 費 26,360,000 24,756,320 △1,603,680 一般　4,056,320（463件）

新入生　20,700,000（460件・98％）預 金 利 息 10,158 1,281 △8,877
合 計 30,000,000 28,387,443 △ 1,612,557

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （円）
科　　目 予算額 支出済額 差引残額 備　　　　　考

事 務 費 400,000 70,096 329,904 事務用品、コピー代等
通 信 運 搬 費 500,000 264,169 235,831 電話、郵送、手数料等
会 議 費 800,000 857,205 △57,205 幹事会、役員会
旅 費 2,500,000 2,374,507 125,493 支部総会出席旅費
支 部 援 助 金 1,500,000 1,050,000 450,000 22支部、13クラス会
賃 金 6,000,000 5,556,000 444,000 賃金、事務謝金
会 報 発 行 費 4,000,000 1,966,838 2,033,162 会報34号
慶 弔 費 100,000 36,031 63,969 供花、弔電料
卒 業 祝 賀 会 1,200,000 1,152,460 47,540 平成25年,26年
総 会 費 1,000,000 651,452 348,548 平成24年6月16日
支 部 強 化 費 1,000,000 1,441,380 △ 441,380 総会・支部総会出席旅費
広 報 記 録 費 1,000,000 718,549 281,451 同窓会ボトル、探検部援助、HP
記 念 品 費 2,000,000 2,300,256 △ 300,256 卒業生、新入生記念品
学科コース援助金 700,000 700,000 0 7コース（@100,000）
備 品 費 100,000 258,060 △158,060 事務局書庫、プリンター
名 簿 代 2,000,000 1,532,420 467,580 新入生買取分
退 職 積 立 金 100,000 100,000 0 平成24年度、25年度
終 身 会 費 積 立 金 5,000,000 6,000,000 △1,000,000 終身積立金へ
会 費 返 金 分 0 95,630 △95,630 会費重複、退学者
予 備 費 100,000 94,920 5,080 高農跡碑移転費（吉方から農学部へ）
合 計 30,000,000 27,219,973 2,780,027

収入額　28,387,443円　－　支出額　27,219,973円　＝　1,167,470円（次年度繰越）

平成 24・25 年度会計報告 平成26年３月31日

（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 5,513
合 計 12,550,000 12,531,551

（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 定期預金
一般会計より 5,000,000 6,000,000
預 金 利 息 89,468 156,968
合　　　　計 63,950,000 65,017,500

（４）退職積立金　　　　　　　　　　　　　　　 （円）
科　　目 予 算 案 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 100,000 100,000 平成24、25年度
預金利息 1,126 395
合　　　　計 1,012,000 1,011,269

１．総会　平成26年６月28日（土）　　　　　　　　 ６．卒業式援助
２．支部活動の支援　　　　　　　　　　 　　　　　７．卒業生、新入生へ記念品贈呈
３．会報発行（35号、36号、37号）　　　　　　　　 ８．高農校舎保存協力への寄付
４．終身会費の推進、会費納入の向上　　　　　　　 ９．高農跡碑移転（農学部より吉方へ）
５．学科コースへの援助　　　 　　　　　　　　　　10．その他

平成 26・27 年度事業計画 平成26年４月１日
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平成 26・27 年度予算

一般会計

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）
科　　目 予 算 額 備　　考

前 年 度 繰 越 金 1,167,470
入 会 金 2,300,000 H26、27年度
会 費 26,530,000
預 金 利 息 2,530
合 　 　 　 　 計 30,000,000

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）
科　　目 予 算 額 備　　考

事 務 費 300,000 事務用品等
通 信 運 搬 費 400,000 電話、郵送料
会 議 費 800,000 幹事会、役員会
旅 費 2,400,000 支部出席旅費
支 部 総 会 援 助 金 1,400,000 支部、クラス会
賃 金 6,000,000 賃金、謝金
会 報 発 行 費 6,000,000 35、36、37号
慶 弔 費 100,000 祝・弔電等
卒 業 式 援 助 金 1,200,000 H26、27年度
総 会 費 800,000 H26.6.28
支 部 強 化 費 1,500,000 総会、学生旅費
広 報 活 動 費 1,000,000 就職ガイダンス等
記 念 品 費 2,000,000 新入生、卒業生
学科コース援助金 700,000 7コース
備 品 費 100,000
名 簿 代 2,000,000 新入生買い取り分
退 職 積 立 金 100,000 平成26.27年度
終 身 会 費 積 立 金 3,000,000
高 農 跡 碑 移 転 費 100,000 吉方へ
予 備 費 100,000
合 　 　 　 　 計 30,000,000

基本財産　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）
科　目 収入額 科　目 支出額 備考

前 年 度
繰 越 金 12,531,551 高農校舎

保存寄付 3,000,000 定期
預金

預金利息 3,449
合　　計 12,535,000 合　計 3,000,000

終身積立金　　　　　　　　　　　　　　　　（円）
科　目 予算額 備　考

前 年 度 繰 越 金 65,017,500 定期預金
一 般 会 計 よ り 3,000,000
預 金 利 息 82,500
合　　　　計 68,100,000

退職積立金　　　　　　　　　　　　　　　　（円）
科　目 予算額 備　考

前年度繰越金 1,011,269 定期預金
一般会計より 100,000
預金利息 731
合　　　　計 1,112,000

高農校舎保存寄付金　　　　　　　　　　　　（円）
科　目 収入額 科　目 支出額 備考

基本財産より 3,000,000 高農校舎
管理者へ 5,000,000

会員寄付金 2,000,000
合　計 5,000,000 合　計 5,000,000

※会員よりの寄付金目標額は200万円とし、寄付受付は会
　報発行後より平成27年７月末までとする。

旧鳥取高農校舎活用への寄付のお願い
　旧高農校舎は鳥取市が土地を所有し、建物は鳥
取県が取得し、耐震等の改修後鳥取市の情報通信
技術開発会社ラシックスに貸与することで保存が
図られることになりました。現存する校舎は1921
年に建設されたもので、三洋電機の維持作業のお
かげで、外観は保持されていますが、土台、床、
屋根、天井等で傷みが激しく、雨漏りする箇所も
あります。新しい会社により長期的に活用いただ
くには、大きな改修を要します。同窓会としては
300万円の寄付を総会で承認いただきましたが、

より良い改修を期待し、卒業生の皆様方に御厚志
のご寄付をお願い致したいと考え、ご案内を申し
上げます。お納めいただいたご寄付は校舎改修資
金として、鳥取県への追加の寄付とさせていただ
きます。
なお、ご寄付には同封の振替用紙（口座番号
００９４０－５－７７７６９）をご利用ください。
締め切りは平成28年３月31日とさせていただきま
す。

（副会長　中田　昇）
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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、ご清祥のこと

とお慶び申し上げます。

　本コースでは学部学生４年生38名、３年生37名、

２年生36名、修士院生１年生10名、２年生14名、総

勢135名を抱え、現在、10名の教員で指導にあたっ

ております。卒業・修了生の就職状況は相変わらず

厳しい面がありますが、学生自身の粘り強い就職活

動と大学が行う就職支援の充実により順調に推移し

ております。就職先は食品、製薬関連の企業が多い

傾向にありますが、農業団体、サービス業、公務員、

教員等と多様です。また、他コースに比較して大学

院への進学率が高い傾向をコース設立時より維持し

ております。

　お伝えしたい話題があります。学生関係では、今

年初めて企画された学術協定を締結しているタイの

コンケン大学での短期留学プログラムに17名もの学

生が参加し、熱帯地域の菌類の生態調査などを現地

の学生とともに行ってきました。今後の教育効果が

期待されるところです。教員関係では、早乙女梢先

生（菌類系統学）が准教授に昇任されました。きの

この分類学的研究を通して、今後益々ご活躍される

ものと期待されています。また中桐昭教授（菌類多

様性学）が「菌類の保存法の開発並びに分類学的研

究とそれらの系統保存事業への貢献」で日本微生物

資源学会の学会賞を受賞されましたことをご報告い

たします。

　最後に、本年度も上記のお二人の先生と會見忠則

教授（微生物資源学）、明石欣也准教授（植物分子

細胞生物学）、岡真理子准教授（植物環境生理学）、

上中弘典准教授（植物分子生物学）、霜村典宏教授

（A昭62年卒：菌類育種栽培学）、田中裕之准教授

（A平８年修了：植物遺伝学）、前川二太郎教授（A

昭53年卒：菌類分類学）、松本晃幸（C昭52卒：菌

生物資源環境学科

生物生産科学コース

　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

今年度も教員の異動がありましたのでご報告致しま

す。鳥取大学大学院連合農学研究科専任教員（副研

究科長）の東政明教授（昆虫機能学）が４月１日付

で本コースの教員としてご着任されました。これま

でも本コースを主体に学部教育にもご尽力頂いてお

りましたが、今後は正式に携わって頂くことになり

ます。その東教授の後任として本コースの児玉基一

朗教授（植物病理学）が就かれましたが、これまで

と同様に学部教育にもご協力頂いております。田村

文男教授（果樹園芸学、A昭57年卒）は昨年度に引

き続き農学部長・農学研究科長を務められ、強い

リーダーシップと卓越した先見性で農学部を牽引さ

れています。中田昇教授（栽培技術学、A昭49年卒）

は農学部附属フィールドサイエンスセンター長、山

口武視教授（作物管理学、A昭58年卒）はコース代

表に加え、学内の学生支援センター長もお務め頂い

ております。その他、野波和好准教授（農業生産工

学、E昭60年卒）、板井章浩准教授（分子園芸学）、

中秀司准教授（昆虫制御学）、近藤謙介講師（施設

園芸学、Na平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。

　最後に学生の動向ですが、大学院への進学率は

「隔年結果」のように増減を繰り返しておりますが、

全体的には低下傾向にあり教員一同気を揉んでいる

ところです。他方、就職希望者の多くは内定を得て

おりますが、中には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）

コーストピックス
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類遺伝資源学）の全員が協力して「植物」と「菌類

きのこ」の両方を学ぶ本コースカリキュラムの特色

を活かし、人材育成を行っていく所存です。同窓生

の皆様には、引き続き本コースの教育研究にご支援

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）

生命・食機能科学コース

　同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝でご

活躍のこととお慶び申し上げます。本コースの近況

をお知らせ致します。

　現在、本コースには学部４年生43名、３年生36

名、２年生32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年生と修士２年生は、ほ

ぼ就職や進学など進路が決定し、それぞれ卒業論

文、修士論文の完成を目指して勉強や実験に励んで

います。また、修士課程の学生は、９月24日に行わ

れた修士論文中間報告会でこれまでの研究成果を発

表し、改めて気持ちを引き締めて研究に取り組んで

いるところです。

　教員では、一昨年度より中島廣光教授（環境微生

物化学）が本学の理事（教育・国際交流担当）・副

学長に就任され、大学全体の運営に携わっておりま

す。現在本コースの教育を担当しているのは、森信

寛教授（微生物工学）、山崎良平教授（生物化学、

C昭49年卒）、渡邊文雄教授（食品化学）、河野強教

授（生物有機化学）、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（天然

物化学）の９名です。さらに、渡邊教授は副学部長、

森教授は附属幼稚園園長、河野教授は学科長を務

め、教育研究に加え大学の運営に忙しい毎日を送っ

ております。また、とても残念なことですが、長年

にわたり本コースでの教育研究に多大な貢献をされ

てきた森・山崎両教授が2015年３月をもって定年退

職を迎えます。お近くにお越しの際には大学にもぜ

ひお立ち寄りください。

　本コースは、化学を基本とした特色ある教育研究

を行ってきております。コースの教員一同協力して、

また学生と一緒になってより良い教育研究の場を作

るために努力する所存です。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。

（石原　亨・天然物化学）

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44

名の卒業生と10名の修了生を送り出し、４月に42名

の２年生を迎えました。これで、現在の学生数は、

学部３年生40名、学部４年生46名、修士１年生13名、

２年生11名の合計152名の大所帯となっております。

おかげさまで大学院生を中心として、学会などで研

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。

　教員の動きですが昨年の年度末に、北村義信教授

（E昭46年卒、水利用学）、市原恒一准教授（森林

利用システム学）が、めでたく退職を迎えられまし

た。先生方の長年のご活躍に敬服いたします。ま

た、森林総合研究所より新たに大住克博教授が着任

されました。そのため現在の教員体制は、次のよう

になっております。山本福寿教授（F昭49年卒、造

林学）、佐野淳之教授（森林生態系管理学）、大住克

博教授（森林利用システム学）、日置佳之教授（生

態工学）、長澤良太教授（景観生態学）、猪迫耕二教

授（水土環境保全学）、緒方英彦教授（農業造構学）、

芳賀弘和准教授（緑地防災学）、藤本高明准教授（環

境木材利用学）、清水克之講師（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）です。日々全力で取り組

まれておられる同窓会員の皆様には、ふと大学時代

が懐かしく感じられることがあると思います。本会

報に懐かしい名前がございましたら、遠慮無くお立

ち寄りください。
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　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、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・Ns平16卒）

フードシステム科学コース

　同窓生の皆様方、お元気でお過ごしでしょうか。

フードシステム科学コースは現在７名の教員が教

育、研究、地域貢献、学内の管理運営等の仕事に当

たっています。

　まず、古塚先生は昨年度に引き続いて本学の副学

長を担当され、多用な日々を過ごしておられます。

一方、小林先生は今年度もコース代表として、コー

ス運営のほか、全学でも総合メディア基盤センター

長として情報関連業務で活躍されています。ほかの

教員も、元気に教育研究活動にあたっています。

　つぎに、今年度が４年目となるタイ・コンケン大

学との学生交流では、昨年８月５日（火）～ 16日

（土）の日程で、フードシステム科学コースからは

５名の学生と小林先生が出かけました。一方、コン

ケン大学からは、10月に学生と先生が鳥取大学を訪

問されました。この相互交流は、コースの重要行事

として定着してきた感があります。なお、事業の実

施では、国際乾燥地科学コース担当の安延先生に例

年ご協力をいただいています。

　ところで、鳥取大学大学院連合農学研究科（博士

課程）では、フードシステム科学コースの教員が中

心となって１～２年に１回、国際シンポジウムを

開いていますが、一昨年（平成25年）は10月24日

（木）に中国と韓国から１名ずつ研究者をお招きし

て、『日中韓FTA交渉と東アジア農業』というテー

マでシンポジウムを開催しました。

　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

〈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）

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。

　４月１日付けで、国末達也先生（環境汚染物質化

学）が愛媛大学沿岸環境科学研究センターに転出さ

れました。国末先生の本コースにおける在職期間は

短かったですが、今後一層のご活躍をお祈りしてい

ます。

　昨年度に引き続き、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、ご多用な日々を送られてい

ます。また安延久美先生（国際農業開発学）は,6月

１日付けで昇進され、鳥取大学農学部初の女性教授

の誕生となりました。山田智先生（植物栄養学）

は、今年度より、「地球規模課題対応国際科学技術

協力プログラム（SATREPS）研究課題」の研究代

表者として、メキシコにおいて「乾燥地に適応した

魚種・作物種を用いたアクアポニックスによる水の

有効利用と持続的食料生産」の研究課題に取り組ん

でいます。そして、西原英治先生（乾燥地作物栽培

学）、衣笠利彦先生（乾燥地緑化保全学）、遠藤（乾

燥地環境資源学）の７名体制で、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、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。

　コースの所属学生の活動として、「国際乾燥地農

学実習」では,2年生全員がメキシコやタイの農業現

場において、約１ヶ月間、海外実習に励みました。

また、３年生９名は、「メキシコ海外実践教育カリ
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キュラム」において３ヶ月間、国際人養成実践カリ

キュラムに参加しています。そして、修士学生１名

は「インターナショナル・トレーニング・プログラ

ム」に参加し、中国で約１年間の研究活動を取り組

んでいます。

　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。獣医学科の近況につい

てご報告いたします。

　まず、学科としましては昨年度に発足いたしまし

た岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科の第２期生が昨

年の春に入学し、昨年度と同様に新たなカリキュラ

ムの下で獣医学教育を受けております。また、昨年

度に入学した学生は、今年度は共同獣医学科の２年

次に進級し、引き続き新カリキュラムの下、勉学に

励んでいます。２年次の新しい科目として大学教育

導入演習Ⅱ等があります。大学教育導入演習Ⅱは、

岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科２年生が一堂に会

し、岐阜大学にて実施されました。本演習は、岐阜

大学共同獣医学科における研究紹介、長良川うかい

ミュージアムにおける見学、鵜に関する特別講演の

受講等、岐阜大学の特色を生かした内容で実施され

ました。今後もお互いの大学の特色・利点を生かし

た共同獣医学教育を実施していく予定です。

　また、本学科の教員組織についてですが、共同獣

医学科長には村瀬敏之教授が再任され、引き続き、

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、上原正人教授（獣医解

剖学）が定年退職され（平成26年３月31日付け）、

その後任として保坂善真准教授（獣医解剖学）が教

授に昇任されました（平成26年４月１日付け）。ま

た、新任教員として２名の教員が着任されました。

村端悠介氏が山口大学大学院連合獣医学科をご卒業

後に助教（獣医画像診断学：平成26年４月１日付

け）として、また、富岡幸子氏が北海道大学遺伝子

病制御研究所助教から特命助教（附属鳥由来人獣共

通感染症疫学研究センター：平成26年４月１日付

け）として、それぞれ着任されました。

　今しばらくの間は、獣医学科の旧教育課程と共同

獣医学科の新教育課程が共存する形で学生の獣医学

教育に取り組むこととなりますが、教員一同より一

層の努力をする所存でありますので、同窓会員の皆

様方のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

（原田和記・V平15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。

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。教員の異動は、平成26年3月31日付

をもちまして山名伸樹教授（生物生産機械学、E昭

46年卒）と市原恒一准教授（森林生態系管理学）の

お二人が定年退職されました。市原准教授の後任と

して、平成26年4月１日付で森林部門に大住克博教

授が着任されました。センターの教員構成としまし

ては、普及企画部門：山口武視教授（A昭58年卒、

作物管理学、部門長）、野波和好准教授（E昭60年

卒、農業生産工学）、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、部門長）、近

藤謙介講師（Na10年卒、施設園芸学）、森林部門：

大住克博教授（森林利用学、部門長）となっており

ます。中田教授は学生教育と研究に加え、センター

長としてセンターの運営にお忙しい日々を送られて

おります。今年から着任された大住教授は教育研究

林の運営について新風を吹き込むべく精力的に取り

組まれています。山口教授は今年から学生支援セン

ター長も兼務され、毎日の過密スケジュールをこな

しておられます。近藤講師は大所帯となった農場研

究室学生の兄貴分的存在で獅子奮迅の活躍をされて
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います。野波は退職された山名先生の穴を強く感じ

ながら、日々のスケジュールに追われる毎日です。

そして技術職員11名と教職員あわせた16名で農地や

森林において教育、研究に汗を流しております。

　昨年から工事を進めておりました牛舎がようやく

4月に完成し、新しい建物の中で牛が快適に暮らし

ており、教育・研究など一層の充実が期待されます。

また、昨年から始めました大学正門近くの広報セン

ターでの農産物販売も定着し、好評をいただいてお

ります。これからも地域に根ざした教育、研究およ

び情報発信に教職員全員が力をあわせて取り組んで

まいります。今後とも同窓会員の皆様のご理解、ご

支援をよろしくお願いいたします。

（野波和好・E昭60年卒）

附属菌類きのこ遺伝資源研究センター

　菌類きのこ遺伝資源研究センターの近況をお知ら

せ致します。センターは菌類の中でも特にきのこに

注目して、教育・研究および菌類きのこ遺伝資源の

分譲業務、社会貢献事業を行っています。センター

は昨年４月に改組され、基礎研究を主に行う部門と

して、遺伝資源多様性研究部門：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：

中桐昭教授（センター長）、早乙女梢准教授（今年

８月１日付で昇進されました）、岡久美子助教（Na

平13年卒）の２部門があり、また、応用研究に関し

ては、有用きのこ栽培研究部門：霜村典宏教授（A

昭62年卒）、會見忠則教授（兼務）；新機能開発研究

部門：太田利男教授（兼務）、北村直樹准教授（兼

務）、高橋賢次准教授（兼務）；物質活用研究部門：

渡邉文雄教授（兼務）、石原亨教授（兼務）および

一柳剛准教授（兼務）の３部門があり、合計５研究

部門14名体制となっています。

　本年度の基礎研究の成果としては、新種のきのこ

を３種発表致しました。一方、応用研究としては、

染色体工学研究センターと共同で「染色体工学技術

に基づくスクリーニング系を用いた菌類きのこ資源

からの医薬リード化合物の効率的探索」というテー

マで、培養菌体およびきのこの子実体粉末からの抽

出物を用いた応用研究を開始しております。昨年度

の社会貢献活動では、２件の公開シンポジウムを、

「きのこと健康」および「きのこの香りを科学する

―菌類の揮発性物質の機能、役割とその利用」とい

うテーマで、それぞれ鳥取と東京で開催致しまし

た。

　このようにセンターでは基礎研究から応用研究ま

で教員一丸となって幅広く進めながら、社会貢献活

動にも取り組んでおります。今後とも農学部同窓生

皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

（牛島秀爾・Na平17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　亮准

教授、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、村端

悠介助教の計14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。
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　平成26年３月には、産業動物臨床を充実させる目

的で、老朽化しておりました大中動物入院棟（写

真）を改修し、牛４頭、馬２頭、豚、山羊、羊の入

院治療をスムーズに行えるようになりました。また、

共同獣医学科では29年度から総合参加型臨床実習が

導入されます。学生は、より実践的な経験を積むこ

とが可能となりますが、併せてコミュニケーション

能力を身に付けさせるため、獣医療面接実習も開始

しました。それらを通じて、社会の多様なニーズに

対応できる獣医師の養成に役立てるとともに、中

国・四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。

　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

　昨年４月、国内では３年ぶりに、高病原性鳥イン

フルエンザが熊本県下の養鶏場で発生しました。幸

い、現場における早期発見、早期報告がなされ、そ

れに続く殺処分等の迅速な防疫対応も功を奏して、

発生はその初発例１例のみに抑えられましたが、お

隣の韓国では当該ウイルスによる過去最大規模の大

流行となり、現在も尚終息が望めない状況となって

います。

　当センターは今年、開設８年目を迎えております

が、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。先の熊本で

の発生時におきましても、センター教員が農林水産

省の疫学調査チームや環境省の専門家会議に参加

し、科学的な立場から助言や調査協力を行っており

ます。

　また一昨年から継続実施しております農林水産省

レギュラトリーサイエンス事業におきましても、今

回の発生を受けて、養鶏場へのウイルス運搬者とし

ての野生動物のリスク評価について、発生農場での

追加調査を実施しております。さらに、昨年８年目

になります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、引き続き本セン

ターが中心となって、北ベトナムにおけるH5N1亜

型高病原性鳥インフルエンザウイルスの抗原変異の

実態を明らかにすべく、国際共同疫学調査を実施し

ております。

　中国、ロシア、韓国、台湾等わが国を取り巻く

国々には今尚、ウイルスが存在しており、わが国は

常にそれらのウイルスの国内侵入という脅威にさら

され続けています。したがって、我が国は決してそ

れらに対する警戒を緩める訳にはいかない状況にあ

ります。

　昨年４月１日付で当センター病態学研究部門に富

岡幸子特命助教が着任致しました。さらに強化され

た研究体制で、本センターはこれからも我が国唯一

の鳥類感染症の専門機関として、鳥由来人獣共通感

染症の制圧に向け、スタッフ一同尚一層精進して参

りたいと存じます。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

　同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝のこ

ととお喜び申し上げます。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。

　本センターの近況についてご報告いたします。気

候・水資源部門の篠田雅人教授が３月31日付で退職

され、名古屋大学大学院環境学研究科に転出されま

した。また、昨年度末に農学部を定年退職された北

村義信教授が、４月１日付けで本センターの特任教
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●教授　大　住　克　博
　平成 24 年 4 月 1 日付でフィールドサイエンスセ
ンター森林部門の教授として着任しました。それま
では森林総合研究所で、広葉樹林の生態や管理方法
を専門的に研究してきました。また、最近は西日本
における里山林の保全的管理についてのプロジェク
トに関わっていました。
　フィールドサイエンスセンターでは、研究林の教
育施設としての機能を一層高められるよう、試験地
や展示林の整備、情報や資料の整理などに努めたい
と存じます。また、教育においては、広葉樹の二次
林や里山林の研究を通して得てきた情報を織り交ぜ
ながら、人の利用が、長い歴史を通して現在の森林
にどのような影響を与えてきたか、そのような歴史

を考えることで、今後の森林管理にどのような示唆
が得られるかということを伝えていきたいと考えて
います。
　鳥取の地は、まだ人にも森林にもほとんどなじみが
ありませんが、これからよろしくお願いいたします。

共同獣医学科臨床獣医学講座
　獣医画像診断学教育研究分野

●助教　村　橋　悠　介
　平成26年４月１日付で農学部共同獣医学科、臨床
獣医学講座、獣医画像診断学教育研究分野の助教に
着任致しました村端悠介と申します。私は平成22年
３月に本学農学部獣医学科を卒業後、山口大学大学
院連合獣医学研究科に進学致しました。大学院では
引き続き鳥取大学農学部獣医内科学研究室に所属
し、日笠喜朗教授のご指導のもとα２-アドレナリ

授に着任されました。９月１日現在の本センターの

教員は、気候・水資源部門は木村玲二准教授、黒崎

泰典准教授、安田裕准教授、生物生産部門は恒川篤

史教授（センター長）、辻本壽教授、安萍准教授、

Amin Elsadig Eltayeb Habora助教、岡本昌憲助教、

緑化保全部門は山中典和教授、藤巻晴行教授、伊藤

健彦助教、谷口武士助教、社会経済学部門は小林伸

行教授、乾燥地植物資源バンク室は辻本壽教授（併

任）、その他に兼務教員として本学農学部、医学部

および地域学部の先生方９名、学外からの国内客員

３名、外国人客員３名、特任教員２名の体制となっ

ております。

　本センターは、文部科学省の共同利用・共同研究

拠点「乾燥地科学拠点」に認定されています。本年

度は学内外の研究者らと69件の共同研究を実施して

おり、12月６－７日に共同研究発表会を開催し、特

別講演や研究成果の発表、情報交換などを行いまし

た。

　 ま た、 本 セ ン タ ー で は、2013年10月 以 降、 乾

燥地科学に関する刊行物３冊、Restoration and 

Development of the Degraded Loess Plateau、 

China（Springer社）、乾燥地を救う知恵と技術　砂

漠化・土地劣化・干ばつ問題への対処法（丸善出版）、

モンゴル　黄砂を辿る（今井出版）を出版いたしま

した。

　さらに、より気楽な研究成果発信の場として、毎

月第２、第４水曜日の午後５時半より、サイエンス

カフェを開催しています。お茶やお菓子を食べなが

ら、研究する上で感じたこと、普段の生活や海外調

査についての情報交流を行っています。今後の予定

についてはHPに掲載しておりますので、ご興味の

あるトピックがございましたら、是非ご参加くださ

い。

　今後とも、同窓会の皆様のご支援とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　（井上知恵・Ｄ平16年修了）

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
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ン受容体の研究を行っておりました。本年３月に博
士論文「ネコにおけるα２-アドレナリン受容体作
動薬の利尿作用および遮断薬によるその拮抗効果」
により学位（獣医学）を頂き、大学院を卒業、修了
し現職に着任致しました。これからは、獣医画像診
断学研究室の教員として、学生達を社会に貢献でき
る獣医師として養成し、鳥取大学農学部の発展のた
めに微力ではありますが全力を尽くす所存でござい
ます。同窓会会員の皆様方には、今後とも御指導、
御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

●特命助教　富　岡　幸　子
　2014年４月１日付で鳥由来人獣共通感染症疫学研
究センターの特命助教として着任いたしました富岡
幸子と申します。私は、長崎の高校を卒業後、幼少

期より志望していた獣医師を目指して北海道大学に
進学致しました。北大獣医学部では病理学を専攻し、
試行錯誤しながら新しい発見に辿り着く研究の楽し
さを知り、卒業後は北大遺伝子病制御研究所で研究
を続ける道に進みました。この度、本センターで働
く機会を与えていただきましたことに深く感謝しま
すとともに、人獣共通感染症の病態解明や制御のた
め気概を持って研究に取り組みたいと決意を新たに
しております。
　これまで北海道か九州でしか生活したことのない
私にとって鳥取は未知の土地でしたが、教職員・学
生のみなさんに温かく迎え入れていただき新生活を
スタートすることができました。まだまだ未熟者で
はございますが、研究を通じて鳥取大学農学部およ
び農学・獣医学の発展に貢献できるよう精進する所
存にございます。末筆となりましたが、同窓会の皆
様には今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。

　私達は1993年より、緑と皆さんの協力により、中
国内蒙古自冶区の沙漠地緑化などに関わりました。
特にイネによる米の生産、土壌の改良に協力し、大
きな中日友好の絆を結ぶことができました。約21年
の間、阿拉善盟、扽古扽県、達拉特旗　烏蘭浩特市、
烏海市などで現地試験などをしました。他に江蘇省
蘇州市、浙江省嘉興市でイネ栽培施肥改良の試験協
力をしました。
　私は1962年から４年間、鳥取大学で学び、遠山正
瑛先生にも教えを受けました。名著『沙漠に緑を』（岩
波新書）で有名な先生の子息 柾雄氏は同級生です。
　過去に遠山先生が指摘し、行動実践されたように
砂漠の緑地化、１粒の葛種子の播種、ポプラ苗など
の移植によって、①砂移動の防止、②土の肉、有機物、
腐植を増やすことによる生育量増加、③土壌の保水
性向上と気温上昇（温暖化防止）、④苗植え、種ま
きの継続、現場技能の継承など現場で一つ一つ実践
し、成果が見える協力を拡大することが第一です。

　先生は、『21世紀はアジア・中国の時代*』と言わ
れていました（※中国達拉特旗 恩格貝の沙漠科学
館に文書展示されている。2014年８月21日筆者確
認）。今後200年の間消費できる化石化エネルギーを
自分で保有する、13億人の優秀な民族中国人を先頭、
中心に日本人、朝鮮人、モンゴル人、東南アジアな
ど東アジアの技術、学術、文化の協力、交流が更に
世界平和の構築に必須です。緑化と農業・食料生産・
消費に携わる者一人一人の心には、「敬土愛農」の
理念が第一と私は思っております。
　以上、皆様へ感謝の言葉と致します。御出席いた
だいた皆様の御健勝をお祈り致します。謝謝（中略）

（注．この栄誉を日本人で受けるのは、故．遠山正
瑛先生に続き２人目です。）
　2014年８月23日 中華人民共和国 内蒙古自冶区呼
和浩特市 天和国際大酒店会議場にて

（詳細は、農業および園芸第89巻p1072-1074年参照）

土を介した中日友好の大きな汗の結晶
－「内蒙古専門家（農業、緑化）」の栄誉拝受のお礼にかえて

長谷川　和久（農芸化学科昭和40年卒）

内蒙古農業大学客員教授、石川県立大学客員名誉教授、ＮＰＯ法人日中資源開発協会理事長

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

附属鳥由来
　人獣共通感染症疫学研究センター
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　支部だより
関東支部

森田　利夫（Ａ昭41年卒）
　関東支部同窓会の平成26年度総会・懇親会は、昨
年６月21日（土）の11時30分から、例年どおり東京
都千代田区霞が関の法曹会館において開催され、会
員31名が出席しました。
　総会では、本部から作物生産学の辻先生をお迎え
し、学科の変遷や吉方校舎保存の動きなど、最近の
大学を巡るお話をお聞かせいただきました。
　その後、25年度事業及び会計報告、会計監査報告、
会則改正、役員選出を手早く片付け、記念写真撮影
から懇親会へ移り、午後２時近くまで語らいの場を
持つことができました。
　会則改正の要点は、事務負担を軽減するため、総
会・懇親会の案内を会費納入者、その他出席可能性
のある者に限定したことです。
　役員選出では、８年間会長を務めた森田が退任
し、27年度からは、会長：宮本直彦（Ｅ昭58年卒）、
副会長：山根康義（Ｖ昭34年卒）、厨子進（Ｃ昭42
年卒）、横井茂（Ｆ昭41年卒）、内田真司（ＭⅠ平７
年卒）、監事：山本正之（ＭＣ昭46年卒）の新体制
となりました。
　また、今回初めて出席された杉田水脈さん（Ｆ平
２年卒）は、日本維新の会所属の衆議院議員で、懇
親会の席でご挨拶をお願いしました。
　今年は６月26日（金）18時30分からの予定として
おり、多数の出席を期待しています。

京都支部

片岡　光信（Ａ昭50年卒）
　京都府支部の第12回総会を平成26年３月８日にい
つもの会場、京都駅近くのホテルセントノーム京都
で開催しました。隔年開催していますので、24年の
歴史があります。当初は参加者が50人を超えていた
ようですが、その後は毎年ほぼ40人前後で推移して
いました。今年は残念ながら20名に留まり今までで

最も少なくなりました。結成当初主に活動されてい
た先輩方がお亡くなりになられたり、高齢でご欠席
になるなどが原因と思われます。また、名簿の充実
を図っていますが、若い方の出席が伸びないことも
あります。しかし、久しぶりに出席された先輩もお
られ、内容は充実したものになったと考えておりま
す。
　ここ数回同窓会本部との調整が悪く、本部からの
先生のご出席がなく、残念ながら今年もご欠席でし
たが、同窓ではありませんが、平成23年３月に鳥取
大学農学部生存環境学講座（旧農業工学科土木専
修）を退官され京都にご在住の鳥取大学名誉教授の
服部九二雄先生にご出席いただき、本部に変わって
最近の大学の状況をご報告いただきました。有り難
とうございました。
　また、飛川輝隆支部長（Ｆ昭46年卒）が体調を崩
され（元気にはしておられます）、本総会で私に交
替することになりました。若輩ものですが今後とも
よろしくお願いいたします。

山口支部

黒井　　大（Ｆ昭62年卒）
　平成26年度の山口県支部（会長：田上愛仁（Ｅ昭
55年卒））の総会は、昭和24年卒業の大先輩から、
平成８年卒業の後輩まで計25名の参加があり、大い
に盛り上がりました。また、母校からは、フィール
ドサイエンスセンターの中田昇先生と現役女子学生
（３回生）の２名に参加していただき、鳥取大学の
近況等についてお話をしていただきました。
　昨年度の同窓会は、台風18号により県北部で甚大
な被害が発生したため、中止としてしまい、会員の
皆様には、大変、ご心配、ご迷惑をおかけしたため、
今年は、新年度早々、先輩から同窓会の開催に関す
る問い合わせがあり、また、後輩からは、準備の手
伝いの申し入れがあるなど、50歳の大台に乗ったメ
タボの体に同窓の良さが深くしみわたりました。何
としても同窓会を開催しなければと、会場を押え、
案内状の発送にこぎつけましたが、１回穴を開けて
しまった罪は大きく、何人くらいの方が参加してい
ただけるか大変不安に思っておりましたが、例年と
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山本　光範　

○集いの名称　　農学部農学科（Ａ44）同期生会
○開　催　日　　平成26年８月30日（土）
○会　場　名　　ホテルニューオータニ鳥取
　私たちは、大学紛争のあおりを受け、異例の一月
後れの昭和44年５月15日に鳥取大学農学部農学科に
入学しました。入学式の式典で学長式辞の最中に
タックル騒動があり、わずか数分で終わり、波乱の

幕開けとなりました。あれから45年目を迎え、初め
ての同期生会となりました。
　遠くは熊本、宮崎、大分、埼玉、山梨から25名の
同期生と５名の元教官（山根幹世、木下　収、小原
隆三、田邊賢二、尾谷　浩）の30名が、鳥取で一堂
に会し、盛大な同期生会となりました。
　開会に先立ち、３名の物故者のご冥福をお祈りし
た後、木下先生の乾杯のご発声で開宴しました。そ
れぞれの近況報告の後、同期の仲間と久しぶりに楽
しいひと時を過ごし、昔話に花が咲き２時間があっ
という間に過ぎました。
　次回も私が幹事で、みんなが健康で再び鳥取で会
うことを約束して散会しました。

津川保次郎　

　平成25年10月７日～８日、日本三景・世界遺産の
島“宮島”で、卒業50周年記念のクラス会を開催し
ました。関東・関西・中四国から12名が集いました。
宿は国民宿舎・みやじま「杜の宿」です。

同じように集まっていただけ、大変うれしく思いま
した。このため、懇親会では、司会も忘れて美味し
いビールをしこたまいただきました。
　さて、ご報告です。懇親会に先立って行われた総
会において、副会長が橋本三雄（A昭51卒）さんか
ら河谷基次（B昭59卒）さんへ交代することとなり
ましたのでお知らせします。役員もだんだんと若
返ってきています。農林総合科学科の方々にも沢山
参加していただけるよう同窓会を盛り上げて行きた
いと思いますので、よろしくお願いします。

鳥取中部支部会に参加して

生物資源環境学科　藤原　　恵　
　私は、三朝町出身で農学部生物資源環境学科生物生
産科学コースに所属しています。今回、鳥取大学卒業
生の集まりが倉吉で行われるということで田村先生、
中田先生と一緒に参加させていただきました。当日は、
楽しみな気持ちと不安とでかなり緊張していたのです
が、それもたくさん話しかけていただいたおかげで少
しずつなくなっていきました。普段の生活では、関西
圏からやってきた学生に囲まれることが多く、県内の、
特に中部出身者と話す機会はそう多くありません。で
すから、中部の人しかいないという状況がとても不思
議なもののように感じられました。しかし、卒業後も
県内で活躍されている方が少なくともこれだけおられ
ることがわかり、地元の大学を選んでよかったな、私
も頑張らないといけないな、と何だか勇気づけられた
ような気がします。最後になりましたが、このような機
会を与えていただき、本当にありがとうございました。

クラス会だより
農学科昭和 4 8 年 卒

農 学 科 昭 和 3 8 年 卒
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事 務 局 だ よ り
　会員の皆様には元気で 2015 年をお迎えのこと
と思います。
　元旦から吹雪になった鳥取ですが、その後はパ
ラパラと来るものの、大した積雪もなく、老体に
とっては今のところ、有難い冬となっています。
それでも、年々、寒さが身にしみ、大学への行き
帰り、完全防備の雪だるま姿！エレベータの中、
その曲線の無いいでたちに思わずため息…こうべ
を垂れるオバサンひとり。
　何かのインタビューで「プロとは？」の問いに

「地道に勝る魔法なし」の即答に思わず、座布団
３枚 ! ! 同窓会の仕事もまさに同じだと思います。
　手を抜けば手がかかる！の言葉通り、何事もこ
つこつ地道に頑張らねばと改めて感じています。
　ここで、毎回毎回のお願いですが、現住所、勤
務先等変更のありました時には同窓会事務局ま
で、是非お知らせ下さい。
　よろしくお願いいたします。

同窓会事務局　北嶋　邦恵　

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

　10月７日は自由行動で「原爆ドーム」や「資料館」
など広島市内を「大和ミュージアム」の呉市を、ま
た「弥山」など宮島を満喫し、それぞれの広島を味
わって６時に全員集合しました。すぐに懇親会に入
り、卒業以来の再会者もすぐに解け合い、学生時代
に帰って楽しく３時間があっという間に過ぎ、話は
はずみましたが酒量は激減。幹事よろこばせの夜で
した。その夜は皆さん熟睡。
　10月８日は一人の方が仕事で早退、台風24号が午
後中国地方に上陸との予報で、９時に宿を出発、ガ
イドさんの説明をうけながら、大元公園から「大聖
院」へ鐘を一つ撞いて参拝。滝小路を下り「五重塔」
や「千畳閣」を仰ぎ見て「大鳥居」の前で鹿と記念
撮影後「嚴島神社」へ。全員の「健康維持」の祈祷
を受け、回廊を廻って「大願寺」へ参拝。宮島桟橋
前の食堂で名物「あなご飯」をいただき、三年後、
原点の鳥取で会うことを約束して散会しました。

西本　義則　

　平成26年10月８日～９日、老舗旅館「丸茂」で同
窓会を開催しました。私たちの同窓会は、名称を「い

なば32年会」とし、幹事を交代しながら毎年１回開
催することを決め、今年は15回の節目の年になり鳥
取開催となりました。
　さて、今年のテーマを「旧知を訪ねて、新しい鳥
取を知る」とし、案内をしたところ９名の参加を見
ることが出来ました。
　最初の見学地は、鳥取市浜坂の乾燥地研究セン
ターです。乾燥地研究の取り組みの様子や前身が私
たちの学生時代にあった砂丘利用研究施設であった
こと、等々職員の方の説明を聞きながら、学生時代
の浜坂砂丘での農作物栽培や研究や、砂丘地の灌漑
研究に携わったなど記憶のよみがえった人など昔を
懐かしみ、現在の高度な施設・設備を目の当たりに
し感慨ひとしおのものがありました。
　次いで、砂の美術館で「砂で世界旅行・ロシア編」
をテーマとした迫力のある砂像を鑑賞しました。
　いよいよ待ちかねた懇親会です。家業で忙しかっ
た人、懇親会だけはと馳せ参じた人が揃い、遠来（奈
良県）の樫本君の乾杯で始まり、恒例の近況報告を
聞いたり、学生時代の写真を見ながら昔話に花を咲
かせ、あっという間に２時間半が過ぎました。二次
会は幹事の部屋へ移り、夜遅くまで歓談し旧交を温
めました。
　二日目は爽やかな秋空の中、鳥取大学鳥取キャン
パスへ、案内の担当の方の丁寧な説明を聞き、現在
の施設など校内の様子を見学することが出来まし
た。最後に懐かしい学生食堂、現在の広々として明る
く清潔な中でテーブルを囲み、それぞれが好みのもの
を食べながら、次回の再会を楽しみに散会しました。

農業経営学科昭和36年卒


