あ

い

さ

つ

倉

として鳥取県に補修費の一部として寄付させていた
だきました。また、現農学部中庭に移設されている
旧高農講堂門は風雨、日射によりペンキの欠落、部

農学部同窓会会長

朝

志をご寄付いただき深く感謝申し上げます。同窓会

晉

材の腐食が目立ってまいりましたので、長期的に保
存するために補修を計画しています。

平成27年も九州、四国の梅雨の長雨、猛暑、関東・

鳥取大学は昭和24年開学され、平成31年には70周

東北豪雨など地域により異常気象から極端気象と呼

年を迎え、記念事業も検討されています。なお農学

ばれる不安定な気候により災害が発生しています

部は平成33年に100周年を迎えます。農学科、農芸

が、同窓会会員の皆様はそれぞれの地域、職場で、

化学科、林学科、獣医学科の農学部となってからは

お元気でご活躍の事とお慶び申し上げます。

総合農学科、農業工学科の増設を経て、昭和42年６

さて、農学部同窓会会長を仰せつかって３期目２

学科体制になりました。昭和62年には獣医学科を除

年目でありますが、一つ一つ懸案事項を解決し、同

く５学科が農林総合科学科１学科になり、さらに平

窓会の発展に努力する所存でありますので、よろし

成11年には生物資源環境学科に改組され、学科教員

くお願い申し上げます。
保存が決まりました旧吉方校舎は鳥取県によって
耐震を含め補修等の設計が完了し、工事がはじめら
れています。予定では28年3月には補修が終了する
予定です。やがて人材育成の場として活用されるこ
とと期待しています。同窓生の皆様には多額のご篤

主な目次
会長あいさつ……………１
農学部長あいさつ………２
役員会報告………………３
高農校舎寄付金名簿……４

コーストピックス……… ７
ニューフェイス…………12
支部だより………………14
クラス会だより…………16
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は生物資源科学講座と国際環境科学講座の２講座に

超え、同窓会活動も若返りの時期と考え、旧学科を

所属し、８つの教育コースに所属する学生の教育に

もとに運営されてきた同窓会も新たな形に変わるべ

あたっています。また、獣医学科は平成25年に岐阜

きかもしれません。その一歩として、同窓生に皆様

大学との間に共同獣医学科を設置しました。このよ

には現在お住まいの道府県又は地域の支部会に御参

うに大学は社会の要望に応えるために改組を進め、

加いただき、同窓生との交流を活発にし、そして同

平成29年には更なる改組を検討中とのことです。

窓会本部の活動をより活性化させていただきたいと

その過程で、同窓生には旧学科制と１学科制との
つながりがわかりにくくなっています。さらに、教

存じます。
なお、各学部の同窓会の連合体でもある学友会で

員各自が一人で自分の専門分野の教育研究分野を立

は11月17日（火）養父市長広瀬

栄（農業工学昭和

て、そこに分属した学生の卒論を含む指導を行うも

46年卒）様に「養父市の反乱～地方から国を変える

ので、教員が退職、転勤された時にはその教育研究

～」と題して、ご講演を頂き、農学部学生を中心に

分野がなくなるとのことです。このようなことから

拝聴いたしました。

も改組に伴い、同窓生のつながりを維持することが

終わりになりましたが、会員の皆様方のご発展と

困難となっています。さらに平成の卒業生が半数を

ご健勝を祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。

農学部長あいさつ
村

文

林業に還元してきたという強みをさらに伸ばすべく
行うものです。また、同時に、グローバルに活躍で
きる人材育成を目指したものです。具体的な内容は

農 学 部 長

田

域産業の問題を教育研究にとりこみ、その成果を農

男

もう少し先になってから皆様にお伝えできるものと
思っております。

同窓会員のみなさまにおかれましては、ますます

一方、研究面においては、今年度も多くの教員が

ご清栄のこととお慶び申し上げます。農学部長をつ

重要な学会賞を受賞するなどのうれしい出来事がご

とめております田村です。微力ですが鳥取大学農学

ざいました。また、科学研究費や他の競争的資金の

部が、これまで以上に発展できるよう努力する所存

獲得割合も学内では無論ですが、全国トップクラス

ですので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げ

である等研究の活性を高めております。鳥取高等農

ます。さて、今年も農学部には様々なニュースがあ

業学校開設時に山田玄太郎校長先生が研究成果をあ

りました。ここでは主な点を報告いたします。

げることが、良い学生を集めることにつながるとい

皆様もご存知のように、国立大学においては学部

う基本方針を示されたことは、現在も我々の基本精

の組織改変や統廃合等の様々な機構改革が行われて

神です。地域に根ざし、しかも国内外トップクラス

おります。すでに一昨年度には、今まで以上に高度

の研究を行うべく、研究環境の整備人材確保を進め

な獣医学教育を行うべく岐阜大学との共同獣医学科

てゆく所存です。

を発足させており、各教員の専門性を生かした濃密

以上雑駁ですが近況をお伝えいたしましたよう

な教育システムを構築いたしました。現在三年目と

に、先輩諸氏の築かれた歴史と伝統を活かして、教

なり、来るべき共用試験に備えて設備やソフト面の

育と研究を充実させるべく、職員一丸となって邁進

増強に努めております。

して参ります。同窓会員の皆さま方の一層のご支援

一方、生物資源環境学科については、他学部の改
組と併せて行う準備を進めております。概要として
は、教員を増強し、鳥取高等農業学校から続く、地

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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役

員

会

報

告

平成27年８月21日（金）の18時より、鳥取市の白

事例紹介がありました。なお、協議のなかでは、名

兎会館において、農学部同窓会役員会を開催しまし

簿発刊中止の提案に対して、従来通り名簿発刊を実

た。まず、朝倉会長の挨拶に続いて、田村文男農学

施すべきとの意見も出されました。そこで、役員会

部長より挨拶と農学部の現状についての紹介があり

では、今後１年間、引き続いて名簿発刊の是非につ

ました。

いて検討を行い、その結果を来年度の総会に提案し

その後、議事に入り、事務局より〔１〕平成26・

て審議をお願いする、との結論に至りました。

27年度の中間事業報告、〔２〕平成26・27年度の中
間会計報告が行われ、質疑応答の後、中間事業報告

また、〔４〕高農校舎保存寄付活動の実績につい

と中間会計報告は全会一致で承認されました。中間

て、事務局より現在約200万円の寄付が寄せられた

事業報告と会計報告の内容は、別欄の通りです。

ことの報告がありました。そして、最近の高農校舎

つぎに、〔３〕名簿発刊について、事務局から、
プライバシー意識の高まり等、近年の名簿発刊に関

保存に関わる動きについても、意見・情報交換が行
われました。

わる諸般の事情を考慮すると、名簿発刊は難しく

なお、役員会終了後は別室に移動して、恒例の懇

なっているため、次回の名簿発刊は行わないことに

親会を開催しました。参加者は25名程度と少なめで

したいとの提案が行われました。また、谷口興治氏

したが、旧交を温めあうことができ、楽しいひと時

（E昭39年卒）より、「だいせん会」において名簿

を過ごすことができました。

を廃止した経緯や、連絡先の不明な同窓生に対して

（能美

誠・Ｂ昭55年卒）

連絡をとりたい場合の事務局の対応方法について、


平成 26・27 年度中間事業報告

平成27年３月31日

１．定期総会

平成26年６月28日（土）

４．卒業式援助

２．会報発行

第35号・・平成26年４月

５．慶弔事

第36号・・平成27年２月
３．支部活動等
支部総会

13支部

平成27年３月18日

供花

西谷

曻氏（Ｆ昭和19年・元副会長）

弔電

西谷

曻氏（Ｆ昭和19年）

本家昇一氏（Ｅ昭和25年）

北海道支部（H26.6）

関東支部（H26.6）

鎌田照成氏（Ｖ昭和24年）

熊本県支部（H26.6）

鳥取中部支部（H26.7）

鎌谷広治氏（F昭和23年）

山口県支部（H26.8）

沖縄県支部（H26.9）

愛知県支部（H26.10） 福岡県支部（H26.11）

６．卒業生、新入生へ記念品贈呈

優秀学生（学長表彰）記念品贈呈

岡山県支部（H26.11） 香川県支部（H26.11）

７．高農校舎保存のための寄付

富山県支部（H26.11） 静岡県支部（H27.1）

８．その他

島根県支部（H27.1）
クラス会

13クラス

Ｃ昭和38年

Ｃ昭和44年

Ｖ昭和36年

Ｖ昭和37年

Ｖ昭和39年

Ｖ昭和47年

Ａ昭和46年

Ａ昭和38年

Ａ昭和43年

Ｂ昭和36年

Ｖ昭和26年

Ａ昭和25年

Ｅ昭和51年

平成26年度
平成26年度
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平成 26・27 年度一般会計中間報告

平成27年３月31日

（１）一般会計
収入の部
科
目
前 年 度 繰 越
入
会
会
預 金 利
合

（円）
金
金
費
息
計

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

予算額
1,167,470
2,300,000
26,530,000
2,530
30,000,000

収入済額
1,167,470
1,145,000
15,769,750
946
18,083,166

予算額
300,000
400,000
800,000
2,400,000
1,400,000
6,000,000
6,000,000
100,000
1,200,000
800,000
1,500,000
1,000,000
2,000,000
700,000
100,000
2,000,000
100,000
3,000,000
100,000
0
100,000
30,000,000

支出済額
39,010
165,888
321,356
1,477,231
780,000
2,778,000
4,480,752
17,110
786,272
648,156
1,016,740
361,096
937,176
400,000
0
750,000
50,000
0
0
216,000
0
15,224,787

0
△1,155,000 平成26年（229件）
△10,760,250 一般5,464,750（512件）
△1,584 新入生10,305,000（229件）
△ 11,916,834
差引残額
260,990
234,112
478,644
922,769
620,000
3,222,000
1,519,248
82,890
413,728
151,844
483,260
638,904
1,062,824
300,000
100,000
1,250,000
50,000
3,000,000
100,000
△ 216,000
100,000
14,775,213

備
考
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、13クラス会
賃金、事務謝金
35.36号
供花、弔電料
平成27年3月
平成26年6月28日
総会・支部総会出席旅費
就職ガイダンス,HP,パンフ
卒業生、新入生記念品
4コース（@100,000）
新入生買取分
平成26年度

（４）退職積立金

収入の部

（円）
予 算 額
12,531,551
3,449
12,535,000

収入済額
12,531,551
2,077
12,533,628

備
考
定期預金

予 算 額
3,000,000
3,000,000

収入済額
3,000,000
3,000,000

備
考
高農管理者へ

支出の部

（円）

収入額 12,533,628円 － 支出済額 3,000,000円 ＝ 9,533,628円

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

考

15,224,787円 ＝ 2,858,379円（現在残額）

（２）基本財産

科
目
高農校舎存寄付
合
計

備

（円）

18,083,166円 － 支出済額

科
目
前年度繰越金
預 金 利 息
合
計

差引残額

予 算 額
65,017,500
3,000,000
82,500
68,100,000

（円）
収入済額
65,017,500
0
14,234
65,031,734

備

考

定期預金

科
目
前年度繰越金
一般会計より
預 金 利 息
合
計

予 算 額
1,011,269
100,000
731
1,112,000

（５）高農校舎保存寄付金
科 目
基本財産より
会員寄付金
合 計

（円）
収入済額
1,011,269
50,000
279
1,061,548

備
考
定期預金
平成26年度

（円）

収入済額
科目
支出済額 備 考
3,000,000 高農校舎管理者へ 3,000,000 鳥取県
2,046,000
5,046,000
合 計
3,000,000
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高農校舎寄付金名簿
鳥取高農校舎保存管理寄付金のお礼

とを総会で決定し、皆様にお願いいたしましたとこ

鳥取高農校舎は鳥取県が所有し、改修後に民間会

ろ、平成27年７月31日までに多数の同窓生の方々よ

社が使用することで保存されることになり、老朽化

りご寄付を頂きました。ご寄付は校舎保存管理に有

した校舎は使用に耐えるように耐震を含め補修工事

効に使用させていただきたいと存じます。同窓生の

の必要があります。同窓会としては校舎保存の一助

皆様のご協力に深く感謝いたします。

にとして、同窓生へのご厚志の寄付をお願いするこ

（Ａ昭49年

Ｆ昭２９ 朝倉
晋
Ｆ昭２２ 佐々木正祐
Ｅ昭４２ 中村球磨夫
Ｃ昭４７ 竹添
昇
Ｖ昭４３ 田村 隆明
Ｖ昭１９ 大森 英夫
Ｖ昭２４ 清水 節夫
Ｅ昭４９ 渡邉 智賢
Ｆ昭２９ 高野 昭七
Ｃ昭３０ 宮田 龍一
Ｖ昭２４ 本橋 常正
Ｅ昭３０ 魚谷 了一
Ｖ昭３４ 清間
通
Ｖ昭３４ 清水 芳明
Ｖ昭３５ 遠藤 喜久
Ｖ昭３５ 林
隆敏
Ｅ昭３７ 三谷
誠
Ｖ昭４３ 大竹
修
Ｎ平０８ 松岡 清賢
和歌山県支部同窓会
Ｃ昭１２ 小田 定行
Ａ昭１６ 田中 修二
Ｆ昭１９ 保田
隆
Ａ昭２０ 木村幹次郎
Ａ昭２０ 吉野 蕃人
Ｃ昭２０ 岡本 隆夫
Ｃ昭２０ 永原
潔
Ｖ昭２０ 天野 文治
Ｖ昭２０ 桂
正一
Ａ昭２２ 上中梶太郎
Ａ昭２２ 田中 義人
Ｃ昭２２ 高岡
恭
Ａ昭２３ 西村 保雄
Ａ昭２３ 山内 武士
Ｃ昭２３ 橘川 泰治
Ｃ昭２３ 霜田
熙
Ｃ昭２３ 吉村
正
Ｖ昭２３ 内山 弘成
Ｃ昭２４ 長谷川昌三
Ｅ昭２５ 石田
操
Ａ昭２６ 川口 嘉美
Ｃ昭２６ 小雲 一志
Ｖ昭２６ 丹松 久夫
Ａ昭２８ 小原 隆三
Ｖ昭２８ 福井 徳麿
Ａ昭２９ 今安 達也
Ｃ昭２９ 井上
浩
Ｃ昭２９ 米増 祐吉
Ｆ昭２９ 佐伯
浩

Ｆ昭２９ 忠政
亨
Ａ昭３０ 高山 敬三
Ｃ昭３０ 本多
靖
Ｆ昭３０ 足立 輝夫
Ｆ昭３０ 塩
静雄
Ｃ昭３１ 勝丸真喜造
Ｆ昭３１ 松川 武司
Ａ昭３２ 池上 秀夫
Ａ昭３２ 甲元 啓介
Ａ昭３２ 田辺 皓三
Ｃ昭３２ 西尾
功
Ｃ昭３２ 原田 昭夫
Ｖ昭３２ 金田 耕治
Ｅ昭３３ 谷口 弘幸
Ｅ昭３３ 山下 弘蔵
Ａ昭３４ 坂尾 治雄
Ａ昭３４ 坂田 吉
Ａ昭３４ 島津 和弘
Ｖ昭３４ 知花
健
Ｖ昭３４ 政棟 幸康
Ｖ昭３４ 三木 敏弘
Ｖ昭３４ 山根 康義
Ｖ昭３５ 筧
邦男
Ｖ昭３５ 原
久志
Ｆ昭３５ 高田 潤一
Ｆ昭３５ 花木 實人
Ｆ昭３５ 圓井 健史
Ｂ昭３５ 前田 千博
Ｆ昭３６ 新見 盛也
Ｆ昭３６ねじき会
Ｅ昭３６ 田中 宏明
Ｂ昭３６ 引地 勘治
Ｃ昭３７ 仲舛 高一
Ｆ昭３７ 作野 友康
Ｂ昭３７ 三井 英世
Ｃ昭３８ 福本
積
Ｆ昭３８ 定森 幸久
Ｂ昭３８ 林
剛司
Ａ昭３９ 有松 幸登
Ａ昭３９ 後藤 公輔
Ｆ昭３９ 今泉 純彦
Ｆ昭３９ 曽田
肇
Ｅ昭３９ 鹿毛
眞
Ａ昭４０ 杉信 賢一
Ａ昭４０ 羽田 定義
Ｅ昭４０ 辻井
裕
Ｂ昭４０ 有松 一江
Ｂ昭４０ 北原喜代司
Ｂ昭４０ 津村江美代

Ａ昭４１
Ｃ昭４１
Ｃ昭４１
Ｃ昭４２
Ｖ昭４２
Ｆ昭４２
Ａ昭４３
Ａ昭４３
Ｖ昭４４
Ｅ昭４４
Ｂ昭４４
Ｂ昭４４
Ｖ昭４５
Ｖ昭４５
Ｆ昭４６
Ａ昭４７
Ｂ昭４７
Ｅ昭４８
Ａ昭４９
Ａ昭４９
Ａ昭４９
Ａ昭４９
Ｖ昭４９
Ａ昭５１
Ｆ昭５１
Ｂ昭５１
Ｆ昭５２
Ａ昭５３
Ｖ昭５５
Ｖ昭５５
Ｂ昭５５
Ａ昭５７
Ａ昭５７
Ｅ昭５８
Ｃ昭５９
Ｖ昭６０
Ｎ平０７
Ｎ平１１
Ｎ平１９
Ｎ平２５
Ｎ平２５
Ｅ昭５４
Ｃ昭１４
Ｃ昭２０
Ａ昭２２
Ａ昭２２
Ａ昭２２
Ｃ昭２３
Ｋ昭２３

森田 利夫
森下 健男
山本 隆三
杉井
洋
竹内 正彦
岸
龍司
井上 耕介
田邉 賢二
渡邊 源治
麻生 昌彦
児玉 一基
横山
章
木下 久則
小松 一喜
加藤 敏樹
豊島 邦光
岡田 光雄
吉本 光志
岡
伸之
中田
昇
森下 昌三
山田 隆子
前田 光代
常岡 勝己
清水 秀満
古塚 秀夫
乙黒 真一
田上 芳博
久木田憲司
福水 章二
川原 忠彦
田村 文男
平田
茂
宮本 直彦
小谷由美子
斎藤 幸夫
笹山
隆
伊藤 裕之
守時 基文
三崎 太平
與座 朝成
松本 裕一
熊井 敏美
野田 悦弘
小林 一知
高木 俊夫
中野 幸彦
佐伯
洋
三木 林平

Ａ昭２４
Ｖ昭２４
Ａ昭２５
Ｖ昭２５
Ｅ昭２６
Ｃ昭２８
Ｆ昭２８
Ｖ昭２９
Ｂ昭３０
Ｆ昭３１
Ｅ昭３１
Ｅ昭３２
Ｅ昭３２
Ａ昭３３
Ｃ昭３３
Ｃ昭３３
Ｅ昭３３
Ａ昭３４
Ｃ昭３４
Ｅ昭３４
Ｂ昭３４
Ｃ昭３５
Ｖ昭３５
Ｆ昭３５
Ｂ昭３５
Ａ昭３６
Ｖ昭３６
Ｂ昭３６
Ａ昭３７
Ａ昭３７
Ｃ昭３７
Ｂ昭３７
Ａ昭３８
Ａ昭３８
Ｖ昭３８
Ｆ昭３６
Ｅ昭３８
Ｂ昭３８
Ｃ昭３９
Ｆ昭３９
Ｆ昭３９
Ｅ昭３９
Ｂ昭３９
Ｅ昭４０
Ａ昭４１
Ｖ昭４１
Ｂ昭４１
Ａ昭４２
Ｅ昭４２

中田

昇）

岡嶋 宏明
鎌田 照成
船場 益良
三代 伍朗
伊藤
卓
角田 嘉宏
平尾 達治
古東 淳夫
山根 俊弘
竹下
努
松本 祐司
青木
定
前田 晴敏
松本 賦寿
瀧田 晴夫
吉田 永幸
松南
徹
坪島 孝彦
八渡 陸記
村田
豊
鎌谷 茂樹
中西
俊
渥美美喜雄
尾崎 榮一
梶谷 忠修
横畠 吉彦
吉持 嘉孝
三田 達男
畑
弘昭
半川 義行
山代 裕一
楢﨑 史郎
井嶋 龍男
上原 治夫
安梅 陽三
松尾 正春
一木 忠明
福本 國愛
石川 行弘
川下 全功
谷口
實
向田 敏明
瀧井 敏彦
織田
彰
矢野 敏郎
小林 正司
轟木 康弘
西村 繁夫
堀田 俊宏
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Ｃ昭４３ 石田 和子
Ｃ昭４３ 草野 章次
Ｅ昭４３ 関岡
正
Ａ昭４４ 井瀬 俊一
Ｖ昭４５ 松島 孝志
Ｅ昭４５ 亀尾 栄司
Ｂ昭４５ 西田 喜彦
Ａ昭４８ 藤原 明康
Ｃ昭４８ 安永 清文
ＭＶ昭４８福本 幸久
Ｆ昭４８ 大竹 勝美
Ａ昭４９ 岩村 和三
Ｖ昭４９ 田中 貞光
Ｆ昭４９ 林
秀樹
ＭＦ昭４９堀内 敏正
Ｃ昭５３ 西尾
隆
Ｂ昭５３ 豊川 清文
Ａ昭５４ 中村 裕美
ＭＢ昭５４田子 哲也
Ｂ昭５４ 武森 貴子
Ｂ昭５５ 西山 英利
Ｂ昭５５ 能美
誠
Ｅ昭５６ 山本 雅行
Ｖ昭５９ 佐々木 直
Ｖ昭５９ 田川 惠富
Ｆ昭５９ 桂川 孝文
Ｆ昭５９ 木下 欣房
Ｆ昭５９ 小南 全良
Ｂ昭５９ 林
恒夫
Ｅ昭６０ 岩見 幸徳
Ａ平０１ 古山 秀樹
Ｎ平０４ 澤村 信生
Ｎ平０６ 朝倉 祥司
Ｎ平０６ 武田 英里

Ｎ平０７
Ｎ平０９
Ｖ平１０
Ｖ平１４
Ｎ平１８
Ｎ平１９
Ｎ平２４
Ｎ平０９
Ｋ昭１８
Ｖ昭２０
Ｆ昭２０
Ａ昭２３
Ｃ昭２３
Ｖ昭２３
Ｖ昭２５
Ｆ昭２５
Ｆ昭２５
Ｆ昭２８
Ｆ昭３０
Ｃ昭３１
Ｅ昭３１
Ｂ昭３１
Ａ昭３２
Ｃ昭３２
Ｂ昭３２
Ｖ昭３３
Ｆ昭３３
Ｅ昭３３
Ｂ昭３４
Ｆ昭３５
Ａ昭３６
Ｃ昭３６
Ｃ昭３７
Ｆ昭３８

中 美加子
中桐 早苗
鈴木 智子
今若 朋美
工藤
渚
河村 憲治
児玉 克也
辛川
誠
西村 寿嘉
安達 文夫
久保 次郎
大隅禮次郎
荒尾
修
那須和四郎
大林 正治
西村
登
畠中
弘
中村 羊一
薮田 洋三
松尾 哲男
木村
肇
安東 充宣
赤井 美文
入江
宏
澤口
宏
孝橋
求
天野 忠義
有吉
潔
藤原 正道
岡本 保夫
米澤 輝夫
石橋 貞明
窪地 義明
高橋
厚

Ｆ昭４１
Ｃ昭４２
Ａ昭４３
Ｆ昭４３
Ｂ昭４３
Ｖ昭４４
Ａ昭４５
Ｖ昭４６
Ｅ昭４７
Ｂ昭４７
Ｖ昭４９
Ｅ昭４９
Ｅ昭５０
Ａ昭５２
Ｖ昭５３
Ａ昭５６
Ｃ昭５６
Ｂ昭５８
Ｖ昭６０
Ｃ昭６３
Ｖ昭６２
Ｂ昭６３
Ｎ平１０
Ｎ平１２
Ｎ平２２
Ｎ平２５
Ｎ平２５
Ａ昭１８
Ｃ昭２３
Ｂ昭３０
Ｂ昭３０
Ｆ昭３２
Ｃ昭３３
Ｆ昭３４

式部
昭
池田 剛志
平川 公司
渡辺 敬二
山中 正喜
衛藤
巌
神谷 雄三
和田 政夫
松浦 広好
村山 盛繁
小崎 直一
松尾 正伸
安東登志広
高崎 雅明
北川 俊之
三輪
剛
山口 正弘
岩腰 芳人
高場 勝己
大原 常晴
藤井
武
岡田 明子
中村
剛
高橋佳奈子
川合
静
辻野 智紀
小椋 正大
岡野 義則
高島 信平
上谷 慎二
下田 哲士
大北 尚三
木村
稔
友川 勝人

Ｃ昭３５
Ｆ昭３８
Ｅ昭３９
Ｃ昭４０
Ｖ昭４０
Ａ昭４１
Ｃ昭４１
Ａ昭４２
Ａ昭４３
Ｂ昭４４
Ｖ昭４５
Ａ昭４７
Ｅ昭４９
Ａ平０２
Ｖ昭２２
Ｖ昭２２
Ａ昭２３
Ｖ昭２４
Ｖ昭２６
Ｖ昭３１
Ｃ昭３６
Ｅ昭３８
Ａ昭３９
Ｃ昭４４
Ｅ昭４４
Ｃ昭４８
Ａ平０１
Ａ平０２
Ｖ平１４
Ｎ平１７
Ｎ平２２
Ｖ平２２
Ｖ平２３

新宮 敏和
品川 正義
内田 充則
上山 文也
金本
勇
和田
修
田中 忠士
清水 武雄
松長 政幸
桃実 則嘉
大井 幹也
長野 幹夫
白築 俊幸
佐藤
紳
生駒 博雄
大隅 速民
堀
眞雄
津田 村夫
藤田
忍
岸
健彦
伊藤 成人
滝
和男
山田 健朗
廣瀬 浩一
金平
肇
有福
譲
高取
等
谷口 和久
川下 春香
飯野 泰夫
門脇
慧
竹本 浩平
山本 裕子
（順不同）



コーストピックス
生物資源環境学科
生物生産科学コース

り、副学長（周年事業担当、学友会担当）に就任さ
れ、またコース代表をお務め頂いております。中田
昇教授（栽培技術学、A昭49年卒）はFSC長をお務
めになられています。その他、東政明教授（昆虫機

同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝にて

能学）、野波和好准教授（農業生産工学、E昭60年

ご活躍のこととお慶び申し上げます。本コースでは

卒）、中秀司准教授（害虫制御学）、近藤謙介講師（施

今年度、教員の異動がありましたのでご報告いたし

設園芸学、Na平10年卒）、辻

ます。私、大﨑久美子講師（植物病害制御学、Na

Na平12年卒）の教員９名の体制で本コースの精神

平13年卒）が４月１日付で本学農学部附属菌類きの

である「現場主義」を掲げ、教員一丸となって本コー

こ遺伝資源研究センターより着任いたしました。一

スの教育研究に取り組んでおります。

渉助教（作物生産学、

方、板井章浩准教授（分子園芸学）が10月１日付で

本コースでは３月に35名の卒業生と７名の修了生

京都府立大学大学院生命環境科学研究科の教授とし

を送り出し、現在は学部２年生36名、３年生39名、

て転出されました。また、田村文男教授（果樹園芸

４年生45名、修士課程１年生９名、２年生５名が在

学、A昭57年卒）は農学部長・農学研究科長に再就

籍しております。大学院への進学率はやや低下傾向

任され、農学部を力強く牽引されておられます。山

にありますが、現在の学部４年生および修士２年生

口武視教授（作物管理学、A昭58年卒）は今年度よ

はほぼ就職・進学が決定しております。
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最後になりましたが、今後とも益々充実した研
究・教育を目指して日々精進して参りますので、農
学部同窓生の皆様方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。
（大崎久美子・Na平13年卒）

植物菌類資源科学コース

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37名、３年生32
名、２年生34名、修士課程２年生12名、１年生13名

同窓会員の皆様におかれましては、ますますご健

が在籍しています。学部４年生と修士２年生は、ほ

勝にてご活躍のことと、お慶び申し上げます。本

ぼ就職や進学など進路が決定し、それぞれ卒業論

コースは平成17年に第一期生が入学して以来、「植

文、修士論文の完成を目指して勉強や実験に励んで

物」と「菌類」を「資源」という共通項で捉えなが

います。また、修士課程の学生は、９月９日に行わ

ら「科学」するコースとして歩み、本年でちょうど

れた修士論文中間報告会でこれまでの研究成果を発

10年になります。その間、卒業生・修了生を関連す

表し、改めて気持ちを引き締めて研究に取り組んで

る様々な分野へ輩出することができました。特に本

いるところです。

年度は就職活動のスケジュールが大きく変わり、学

教員では、昨年度末に森信寛教授ならびに山崎良

生はその対応に苦慮しています。それでは、植物菌

平教授が定年退職され、この４月より新たに上野琴

類資源科学コースの近況をお知らせいたします。学

巳講師をお迎えしました。紅一点としてのご活躍を

生関係では昨年度から始めたコンケン大学での短期

期待するところです。現在本コースの教育を担当し

留学プログラム「タイ国コンケン大学グローバル

ているのは、渡邊文雄教授（食品化学）、石原亨教

フィールド演習」が本年度も行われ、10日間にわた

授（天然物化学）、この４月に昇任された一柳剛教

る演習に、14名が受講し、熱帯地域の菌類の生態と

授（有機化学）、有馬二朗准教授（生命機能化学）、

形態観察に関するフィールドワークや農場視察など

藪田行哲准教授（栄養科学）、上野琴巳講師（生物

を行いました。異文化に触れ、視野を広げられたも

活性化学）、岩崎崇助教（生体制御化学）、小職（生

のと期待しています。教員関係では、霜村典宏教授

物有機化学）の８名です。さらに、渡邊教授は副学

（A昭62年卒：菌類育種栽培学）が医学生物学電子

部長に再任され、教育研究に加え大学の運営に忙し

顕微鏡技術学会で学会賞を受賞されました。また、

い毎日を送っております。

上中弘典准教授（植物分子生物学）が日本学術振興

本コースは、化学を基本とした特色ある教育研究

会のひらめき☆ときめきサイエンス推進賞を受賞さ

を行ってきております。コースの教員一同が協力し

れました。會見忠則教授（微生物資源学）は副学部

て、また学生と一緒になってより良い教育研究の場

長（教務担当）、霜村教授は大学院農学研究科生命

を作るために努力する所存です。今年度より「大山

資源科学専攻長、中桐昭教授（菌類多様性学）は附

合宿研修」を再開し、学部２年生と教員が泊まり込

属菌類きのこ遺伝資源研究センター長およびコース

みで互いの親睦を深め、教育コースの結束を強固な

代表、前川二太郎教授（A昭53年卒：菌類分類学）

ものとしました。同窓会の会員の皆様には、今後と

は連合農学研究科長として学内の運営にご尽力され

もご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

ています。上記の教員に加え、明石欣也准教授（植

（河野

物分子細胞生物学）、岡真理子准教授（植物環境生
理学）、早乙女梢准教授（菌類系統学）、松本晃幸教

強・生物有機化学）

環境共生科学コース

授（C昭52年卒：菌類遺伝資源学）および田中裕之（A

環境共生科学コースは教員13名によって構成され

平８年修了：植物遺伝学）の計10名で教育・研究に

ています。このうち森林系が７名、農業工学系が６

取り組んでいます。最後になりましたが、同窓会員

名です。教員名と分野名は、大住克博・教授（森林

の皆様には、今後ともご支援・ご協力をよろしくお

利用学）、長澤良太・教授（景観生態学）、佐野淳之・

願い申し上げます。

教授（森林生態系管理学）、日置佳之・教授（生態
（田中裕之・A平８年修了）

工学）、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
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防災学）、藤本高明・准教授（環境木材利用学）、清

研究業績をあげてこられました。また、長年にわた

水克之・准教授（水圏環境評価学）、齋藤忠臣・講

り副学長として、本学の運営にも貢献してこられま

師（地圏環境保全学）、兵頭正浩・助教（Ｎ平16年卒・

した。定めとはいえ、小林先生が鳥取大学をご退職

施設環境工学）、吉岡有実・助教（水圏環境科学）、

されるのは、大変残念な限りです。

そして私、山本福壽・教授（造林学）です。平成26

つぎに、古塚先生は２年前より本学の副学長を担

年の４月には、森林利用学分野教授として大住克博

当されており、今年も多用な日々を過ごしておられ

さんが農水省森林総合研究所から赴任され、また26

ます。また、今年度は松田先生がコース代表として、

年11月には水圏環境科学分野に新任の助教、吉岡有

コースの運営に中心的に当たっておられます。な

実さん(女性)が採用されました。吉岡さんは環境共

お、ほかの教員も、元気に教育研究活動にあたって

生科学コースで唯一の女性教員です。

います。

本コースの同窓生は兵頭正浩さん（Ｎ平16年卒）

また、10月30日（金）～11月１日（日）にかけ

と私・山本福壽（Ｆ昭49年卒）の２名のみですが、

て、地域農林経済学会大会が鳥取大学で開催されま

私は平成28年３月31日で退職する予定です。農学部

した。当学会は、フードシステム科学コースの担当

の教育体制は28年度から大きな改組が予定されてお

教員も会員となっており、今回の大会では全国から

り、現在のコースの教育体制と陣容は大幅に変わる

約170名の学会員や非会員の方の参加があり、大会

ことになります。また地域学部の理科系の教員が改

は成功裏に終了しました。

組にともなって農学部に配属されるようになる予定

なお、今年もフードシステム科学コースの教員が

で、環境共生科学コースという名称でご紹介するの

中心となって、鳥取大学大学院連合農学研究科（博

もこれが最後です。

士課程）の国際シンポジウムを10月８日（木）に
山本福壽（Ｆ昭49年卒）

フードシステム科学コース

『東アジア諸国における青果物流通の実態と貿易対
策』というテーマで開催しました。今回は、中国か
らは穆月英先生、韓国からは韓寛淳先生をお招きし

同窓生の皆さん、お元気でご活躍のことと存じま

ましたが、両先生とも本学の連合農学研究科（博士

す。フードシステム科学コースは、今年度も７名の

課程）の修了生で、それぞれ母国で大学教授として

教員が教育、研究、地域貢献、学内の管理運営等の

活躍されています。
（能美

仕事に当たっています。また、これまでコース事務
を担当していただいた松本晶子さんは、平成27年３
月で任期満了となりました。松本さんには、いろい
ろとコース事務に尽力していただき、教員も大いに
助けられてきました。なお、その後任として、同月

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。

より中島（旧姓：米井）美鶴さんがコース事務を担

平成27年３月末に、藤山英保先生（生物環境化

当されています。中島さんは、本学農学部農業経営

学）が定年退職を迎えられました。先生は、退職後

学科の卒業生で、御存知の方もいらっしゃると思い

においても、「塩ストレス、特にソーダ質土壌障害

ます。

に対する植物の応答に関する栄養生理学的研究」の

ところで、小林一先生が平成28年３月をもって、

功績により,2015年度日本土壌肥料学会賞を受賞さ

定年でご退職となります。小林先生は、昭和48年に

れました。本コースの立ち上げの際には御尽力頂き

鳥取大学農学部農業経営学科を卒業後、大学院農学

ました藤山先生のこれまでの教育研究に対し、コー

研究科に進学され、昭和50年に修了されました。ま

ス一同、感謝しています。そして,4月１日付けで、

た、修士課程修了後、北海道大学大学院の博士課程

エチオピアよりAsres先生（国際農業普及学）が着

に進学されました。そして、石川県農業試験場勤務

任致しました。早速、学部生に対して英語演習の授

等を経て、平成２年より農学部で教鞭をとっておら

業を担当しており、今後、英語による授業も増えて

れます。小林先生は、これまでフードシステム科学

くるかと思います。

コースの重鎮として、コースの学生や大学院生の教

今年度より、山本定博先生（環境土壌学:C昭58年

育にご尽力されたほか、農業経営学の分野で多大な

卒）は、副学長（国際交流推進担当）として益々
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ご多用な日々を送られています。また安延久美先

より一層の準備を重ねていく所存です。

生（国際農業開発学）は、コース代表をお務め頂

また、本学科の教員組織についてですが、共同獣

き、コースを牽引して頂いています。山田智先生

医学科長には村瀬敏之教授が再任され、引き続き、

（植物栄養学）は、メキシコにおいて展開している

学科の管理・運営に多忙な日々を過ごしておられま

「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム

す。学科内の人事異動では、太田康彦教授（実験動

（SATREPS）研究課題」の研究代表者としてご活

物学）が定年退職され（平成27年３月31日付け）、

躍しています。そして、西原英治先生（乾燥地作物

その後任として竹内崇師准教授（実験動物学）が教

栽培学）、衣笠利彦先生（乾燥地緑化保全学）、遠藤

授に昇任されました（平成27年４月１日付け）。ま

（乾燥地環境資源学）の７名体制で、コースの教育

た、新任教員として２名の教員が着任されました。

研究を行っています。それぞれの教員は国内外いろ

割田克彦氏が香川大学医学部助教から准教授（獣医

いろな地域へ出かけ、教育や研究活動を精力的に

解剖学：平成27年４月１日付け）として、また、富

行っています。

岡幸子氏が鳥取大学農学部附属鳥由来人獣共通感染

所属学生の活動として、「国際乾燥地農学実習」

症疫学研究センター特命助教から准教授（実験動物

では,2年生全員がメキシコやタイの農業現場におい

学：平成27年10月１日付け）として、それぞれ着任

て、約１ヶ月間、海外実習に励みました。また,3年

されました。

生２名,2年生２名は、「メキシコ海外実践教育カリ

今しばらくの間は、獣医学科の旧教育課程と共同

キュラム」において.3ヶ月間、国際人要請実践カリ

獣医学科の新教育課程が共存する形で学生の獣医学

キュラムに参加しています。そして、「インターナ

教育に取り組むこととなりますが、教員一同より一

ショナル・トレーニング・プログラム」に約１年

層の努力をする所存でありますので、同窓会員の皆

間参加していた修士学生１名が,9月に中国より帰国

様方のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお

し、その成果は年度末に発表する予定になっており

願い申し上げます。
（原田和記・V平15年卒）

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。

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、

まず、学科としましては平成25年４月に発足いた

農業生産工学）、生物生産部門：中田昇教授（A昭

しました岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科の第一期

49年卒、栽培技術学、センター長）、小職・近藤

生が今年度は３年次に進級し、現在は旧獣医学科の

（Na10年卒、施設園芸学）、森林部門：大住克博教

学生と共同獣医学科の学生がほぼ半数ずつとなって

授（森林利用学、部門長）の３部門５名の教員構成

おります。また、現在の取り組みとして、来年実施

となっています。山口教授は昨年から兼務されてい

予定の獣医学共用試験に向けた対応を行っておりま

る学生支援センター長の職に加え、４月より副学長

す。獣医学共用試験とは、新たなカリキュラムの下

（周年事業担当、学友会担当）も拝命され、多忙ぶ

で実施予定の参加型臨床実習を行う上で、学生の質

りは群を抜いています。野波准教授は県内・県外と

の確保と保証のための方策として実施されるもので

東奔西走の毎日で、積極的に研究を進められるとと

す。本試験は、コンピュータを用いて知識が評価さ

もに学生教育にも気を配られています。中田教授は

れるvetCBTと獣医臨床における診察技能・態度が

センター長の２期目（平成28年度まで）に入りまし

評価されるvetOSCEに分けられます。今年は両試

た。７月に開催された中国・四国地域大学附属農場

験のトライアル（試行試験）を既に実施いたしまし

協議会では協議会の運営を取り仕切られ、センター

た。今後も獣医学共用試験の円滑な実施に向けて、

の運営とともに教育と研究にお忙しい日々を過ごさ
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れています。近藤はセンター着任７年目になりまし

にも知っていただくために、東京と鳥取市で公開シ

た。大住教授は教育研究林の運営に精力的に取り組

ンポジウムを開催致しました。嬉しいお知らせがあ

まれており、本年度は高性能林業機械の導入が決ま

ります。中桐教授が日本微生物資源学会学会賞、霜

りました。教育研究林を利用した教育・研究が、ま

村教授が医学生物学電子顕微鏡技術学会学会賞、ま

すます活性化されることが期待されます。技術職員

た大﨑講師が日本きのこ学会奨励賞をそれぞれ受賞

は昨年度と同じく湖山農場、大塚農場、教育研究林

されました。いずれも菌類きのこに関する基礎ある

あわせて11名、教職員計16名で農地や森林を活用し

いは応用研究の成果が評価されたものであり、本研

た教育・研究・地域貢献に取り組んでいます。

究センターにとっても大変喜ばしいことであります。

４月からは普及企画部門の山口教授・野波准教授

平成17年4月に設置された菌類きのこ遺伝資源研

の発案で、ロボット芝刈り機（自動掃除機ルンバの

究センターは10年の節目を迎えました。この間、同

芝刈り版）の実証試験をキャンパス内で行い、各方

窓生の皆様には多大なご支援を賜りましたことに対

面から多数の問い合わせをいただいております。ま

して厚くお礼申し上げます。今後も引き続きご支援

た、大学正門近くの広報センターでの農産物販売

とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
（前川二太郎・A昭53年卒）

（木曜日）では、センターで栽培し農場実習で学
生が一つ一つ根と茎を切ったラッキョウを使った
「ラッキョウ甘酢漬け」が新たに加わりました。地

附属動物医療センター

域に根ざした教育・研究・情報発信の機能充実に教

附属動物医療センターは獣医師養成の教育病院と

職員一同で取り組んでまいります。今後とも同窓会

して、また、社会で活躍する獣医師の卒後教育およ

員の皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

び地域社会への高度医療サービス施設としての役割

（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
菌類きのこ遺伝資源研究センターの近況をご報告

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：岡本芳晴教授（兼任）
、伊

致します。現在本研究センターは、遺伝資源多様

藤典彦准教授（兼任）、東

性研究部門［松本晃幸教授（C昭52年卒）、前川二

沼

太郎教授（A昭53年卒）、牛島秀爾助教（Na平17年

教授、杉山晶彦准教授、画像診断学：今川智敬教授、

卒）］、遺伝資源評価保存研究部門［中桐昭教授（セ

柄

ンター長）、早乙女梢准教授］、有用きのこ栽培研究

す。さらに、研修獣医師１名、動物看護士３名、事

部門［霜村典宏教授（A昭62年卒）、會見忠則教授

務員２名を加えて運営しております。また、より専

（兼務）］、新機能開発研究部門［太田利男教授（兼

門的な診療に対応するため、学外から４名の臨床教

務）、北村直樹准教授（兼務）、高橋賢次准教授（兼

授を招聘しております。診療科は、内科、外科、産

務）］、および物質活用研究部門［渡邉文雄教授（兼

科、腫瘍科、循環器科、神経科、皮膚科、代謝・内

務）、石原亨教授（兼務）、一柳剛教授（兼務）、大

分泌科、眼科、検査科、画像診断科、産業動物科、

﨑（岡）久美子講師（兼務、Na平13年卒）
］の5研

野生動物科を設置しており、上記の教員が２～３の

究部門14名体制で菌類きのこに関する多様な基礎お

診療科を掛け持ちで診療にあたっております。

貢教授、西村

和生助教、繁殖学：菱

亮助教、臨床検査学：竹内

崇

武志准教授、村端悠介助教の計14名でありま

よび応用研究に取り組んでいます。とくにポストグ

また、産業動物獣医療充実の一貫として、牛、馬、

ローバルCOEプログラム「持続性社会構築に向け

豚、山羊、羊の入院棟（大中動物入院棟）が平成27

た菌類きのこ資源活用」と、染色体工学研究セン

年３月に完成し、これまで以上に産業動物診療が可

ターと共同で実施しています「染色体工学技術に基

能となりました。さらに、野生動物収容施設も平成

づくスクリーニング系を用いた菌類きのこ資源から

26年３月に完成し、県内東部の疾病野生動物への対

の医薬リード化合物の効率的探索」の２つの事業に

応も充実してきました。今後も、それらを通じて獣

おいて、きのこ類資源バンクの充実とその利活用に

医師の養成に役立てるとともに、中国地域を中心に

関する研究を推進しています。また、これらの取り

近畿、四国地域開業獣医師との連携と高度な診療情

組みを通して得られた様々な研究成果を一般の方々

報提供サービスに努め、地域社会に対してさらなる
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明らかにすべく、国際共同疫学調査を実施しており

貢献を考えております。
平成28年度より、獣医師の仮免許であります共用

ます。

試験が開始されるのを受けて、本センターの臨床教

本センターはこれからも我が国唯一の鳥類感染症

育の場としての役割はこれまで以上に重要なものと

の専門機関として、鳥由来人獣共通感染症の制圧に

なっていきます。そのため、臨床教育に不可欠な十

向け、スタッフ一同尚一層精進して参りたいと存じ

分な症例数の確保には、卒業生の皆様のご協力・ご

ます。引き続き農学部同窓会員の皆様方のご支援・

援助が不可欠と思っております。今後とも農学部同

ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げ

窓生の皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げま

ます。
（センター長

す。
（動物医療センター長

岡本芳晴）

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

伊藤壽啓）

乾燥地研究センター
月日の経つのは早いもので、今年、本センターは

平成26年12月から本年１月にかけて、H５N８亜

発足後四半世紀の節目を迎えました。おかげさまで

型の高病原性鳥インフルエンザが宮崎県、山口県、

施設・設備の整備が進むとともに、研究業績も概ね

岡山県及び佐賀県の各養鶏場で発生しました。本亜

順調に伸 びており、今年夏に行われた共同利用・

型のウイルスの発生は、わが国では平成26年４月の

共同研究拠点の第１期（H22-27）期末評価でもA評

熊本県下での発生に続く、２シーズン連続の発生で

価を頂きました。一方、本農学部出身の大学院生が

した。

大幅に減っており、寂しくなるとともに、実験を遂

幸い今回も農場の従業員や担当獣医師ら関係者各
位の努力によって、早期発見、早期報告がなされ、

行する上での課題となっています。現在、学生の約
半数が留学生です。

それに続く殺処分、埋却等の迅速な対応が功を奏し

主な研究プロジェクトの動向としましては、黄砂

て、流行規模は最小限に抑えられ、二次的な発生も

プロジェクトが今年度で終了する一方、今年度より

確認されませんでした。一方で、今回わが国に侵入

「乾燥地植物資源を活用した天水栽培限界地におけ

したウイルスと近縁なウイルスが、韓国、北米、ロ

る作物生産技術の開発」が始まりました。農学部か

シア、西欧、台湾等世界各地でほぼ同時期に流行を

らも３名の先生方にご参加頂いております。

惹き起こし、それらの国々では初期段階でのウイル

人事面では、北村義信先生（E46年卒、水利用学）

スの封じ込めに失敗して、大規模な流行に繋がった

と田中浄先生に今年度も特任教授として研究に勤し

ケースも報告されています。

んで頂いております。井上光弘先生も週に２日ほど

そのような状況下で、本センターは引き続き農林

アルバイトとして研究に取り組んで下さっています。

水産省や環境省と連携しつつ、国内を中心にその鳥

本年１月より、本学の研究力・教育力を結集し、

インフルエンザの疫学調査と防疫対策に貢献して参

乾燥地や開発途上国等に関する研究、教育および社

りました。今回の国内発生時におきましても、セン

会貢献を推進し基盤強化を図ることを目的として

ター教員が農林水産省の疫学調査チームや環境省の

「国際乾燥地研究教育機構」が発足しました。農学

専門家会議に参加し、科学的な立場から助言や調査

部からも33名の先生方が参加されています。これを

協力を行っております。

機に、農学部をはじめ全学の先生方との協力関係を

さらに、本年度日本医療研究開発機構（AMED）

一層深め、砂漠化防止と乾燥地における食料増産に

のもとで、新たに開始されました感染症研究国際展

さらに貢献するとともに、世界における鳥取大学の

開戦略プログラム（J-GRID）「ベトナムにおける感

知名度を高めてゆきたいと考えております。引き続

染症制御研究・開発プロジェクト」におきましても、

き、皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申

ベトナム国立衛生疫学研究所や長崎大学熱帯医学研

し上げます。

究所ベトナム拠点とともに、ベトナムにおける高病
原性鳥インフルエンザウイルスの抗原変異の実態を

（藤巻晴行）
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国際乾燥地科学コース•国際農業普及学
●助教

Asres Elias Baysa

任前は、香川大学医学部医学科におきまして８年間
勤務し、主に肉眼解剖を中心とする解剖学教育に携
わっておりました。解剖学は高等脊椎動物を理解す

Currently I am working as an Assistant

る上で根幹をなす学問領域であり、生命現象を考察

Professor based at the Division of International

する上で無くてはならない極めて重要な分野である

Arid Land Science, Faculty of Agriculture, Tottori

ことは疑う余地がありません。これまでの教育経験

University, Japan. Before I joined Tottori University

を活かし、鳥取大学ではヒトを含めた比較解剖学的

as an academic staff in April 2015, I attended

な視点で身体構造の奥深さを学生に伝えていく所存

my PhD study here at the same University from

です。獣医学における安定した発展を推し進める上

April 2011- March 2015. My specialty is Rural

で、大学教育は大きな基盤を成すとの認識のもと、

Development and Agricultural Extension. Prior to

これからも教育研究に励みたいと考えております。

joining Tottori University as a student I worked

最後になりましたが、同窓会員の皆様方には今後と

for five years as a lecturer at Mekelle University

も御指導、御鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願

in Northern Ethiopia. My research interest

い申し上げます。

areas include: Impact assessment of agricultural
development programs; Farm productivity and
efficiency analysis; Communication and innovation
and Gender issues in development, with special
focus in developing countries.

生物資源環境学科
●講師

上

野

琴

巳

平成27年４月１日付で生物資源環境学科、生命・

Studying and working at Tottori University

食機能科学コースの講師として着任いたしました。

as well as living in Japan is very fascinating and

岐阜大学大学院連合農学研究科で学位を取得した

enjoyable. It gives me enormous experiences in

後、東京大学および神戸大学の研究員を経て現在に

terms of building academic career, access to up to

至っております。その間、植物ホルモン・アブシジ

date scientific information and knowledge, work

ン酸の代謝酵素阻害剤の開発やストリゴラクトン類

ethics, respected social relationship, and rational

縁体の合成、天然ストリゴラクトンの同定などを

thinking. Japanese people are polite, cooperative

行ってきました。ストリゴラクトンは近年植物ホル

and considerate, all these make life in Japan

モンとして認識された化合物ですが、物質自体は

pleasant. On top of that, especially life in Tottori is

1960年代に根寄生雑草種子の発芽刺激物質として、

convenient, it is easy to integrate with the society,

また2005年にはアーバスキュラー菌根菌の菌糸分岐

quiet and safe place to live.

誘導物質として同定された、土壌中における植物・
微生物間のシグナル物質です。このストリゴラクト

獣医解剖学教育研究分野
●准教授

割

田

克

彦

平成27年４月より共同獣医学科・基礎獣医学講
座・獣医解剖学教育研究分野の准教授に着任致しま
した割田克彦と申します。就任にあたり同窓会員の
皆様方に謹んでご挨拶を申し上げます。鳥取大学着

ンがどこまで多機能なのか、そしてその機能を農業
に応用できないか、をテーマに今後は研究を進めて
いき、本学の発展に貢献したい所存です。何卒よろ
しくお願い申し上げます。
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とし、とくにモデルシミュレーションを用いて土地利用

生物資源環境学科水圏環境科学分野
●助教

吉

岡

有

美

や農業活動といった人間活動や気候変動の影響の評価
を行ってきました。鳥取の地には、大山の豊富な地下水

平成26年11月１日付で生物資源環境学科水圏環境科

や日野川・天神川・千代川の３大河川があり、これら

学分野の助教に着任しました吉岡有美と申します。平成

の持続的な評価に資する研究に邁進していきたいと存

26年７月に京都大学大学院農学研究科を修了するとと

じます。また、国際乾燥地研究教育機構の発足を機会と

もに、博士（農学）を取得しました。筑波にてポスドク

して、乾燥地の水問題についても取り組んで参ります。

研究員として働き、その後現職に着任致しました。地下

同窓会会員の皆様方には、御指導、御鞭撻を賜りますよ

水や河川の水の流れや存在量を評価する水文学を専門

うお願い申し上げます。



方で送付を希望される方は、下記メールアドレスま

支部だより

で、（奮って？安心して？）ご連絡下さい。
naohiko_miyamoto@dnc.co.jp

関東支部

静岡支部
宮本

直彦（Ｅ昭58年卒）

森田利夫前会長が退任され、今年度（27年４月）
より会長を仰せつかりました宮本直彦（Ｅ昭58年
卒）と申します。行き届かない点が多くあるかと存

神納

徹（Ｃ平２年卒）

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。
農芸化学科が幹事を務め、同窓会本部から来賓と

じますが、精一杯努めさせていただきますので、よ

して、中田

昇 先生（農学部付属フィールドサイ

ろしくお願いいたします。

エンスセンター

農学科

昭和49年卒）をお招き

さて、今年度の関東支部の総会・懇談会は、６月

し、静岡出身の大学院生と鳥取大学農学部卒で現在

26日（金）の夜に、大学より中田昇フィールドサイ

静岡大学農学部の院生二名の参加も頂き、支部会員

エンスセンター教授にお越しいただき、会員29名の

24名と合わせ、総勢28名の出席となりました。

ご参加を賜り開催いたしました。

総会では、永井支部長のあいさつ、会務（事業及

ご参加いただいた方には、例年どおり時間を忘れ

び収支決算）報告が承認され、また中田先生から

て楽しい時間を過ごしていただいたものと思ってお

は、母校の学科・コースの変遷、施設・設備の充実、

りますが、私より若い参加者が少ないのが少々気に

研究活動の実績等について近況報告をいただきまし

なっております。

た。

来年度は、７月２日（土）の昼の開催が決まって
おります。常連の皆様に加え、若手の皆様の参加も
希望するところです。
昨年度の総会で会則の改正が承認され、事務負担
を軽減するため、今年度より「総会・懇親会のご案
内」は、前年度、前々年度の会費納入者および出席
の可能性のある方に絞って発送させていただいてお
ります。前年度以前の未納会費は請求いたしません
ので、今年度の「総会・懇親会のご案内」が届かな
かった方、あるいは転勤等で関東地区に転居された

総会後の懇親会では、生塩幸雄様（農芸化学科：
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昭和33年卒）の乾杯に始まり、恒例の近況報告や懐

があり、本部から送っていただいた地酒「強力」の

かしい昔話に華が咲き、本部から頂いた銘酒「強

勢いもあってか、昔話や近況報告など話題が尽き

力」の勢いも加わり、一段と盛り上がった楽しいひ

ず、予定していた２時間もあっという間で、次回の

と時を過ごすことができました。

再会を約束しての散会となりました。

懇親会の締めは、次回幹事である獣医学科（北川

本支部では、運営費を総会出席者の負担でまかな

俊之様：昭和53年卒）の力強い挨拶と再会を期して

ってきた為、総会資料・名簿の配布も一部会員に留

唄った「貝殻節」で閉会となりました。

まりがちでした。そこで、前回総会から、送料負担

最後になりましたが、鳥取大学農学部の更なる発

による郵送及びメールによるデータ送付を取り入れ、

展と会員皆様のますますのご健康、ご活躍をお祈り

少しでも会員との連携が取れるよう模索しています。
これからも色々工夫し、できるだけ多くの会員に

いたします。

参加していただき、同窓会を盛り上げていきたいと
考えています。

和歌山支部
坪井

考明（Ｆ昭50年卒）

和歌山支部は鳥和会と称し、現在の会員数127名

兵庫支部 風紋会報告

で、支部長：田村（旧姓樫谷）隆明（Ｖ昭43年卒）、

岩藤

副支部長：神藤（旧姓湯川）宏（Ｅ昭52年卒）西村

神戸市役所では鳥取大学同窓生で「風紋会」とい

直己（Ｖ昭53年卒）玉置（旧姓楠山）美保子（Ｂ昭

う親睦団体を結成し、年１回会員相互の交流の機会

53年卒）、他に常任幹事等５名の体制となっていま

を設けています。会員数は農学部卒業生を中心に26

す。とは言え、２年に一度の総会・懇親会を開く以

名ですが、現職会員は10名で、目下、新会員の確保

外にはこれといった活動は行っていないといった状

に努めているところです。

況です。
その総会・懇親会を平成27年７月４日に、JR和
歌山駅前のかごの屋で開催しました。

勝彦（Ｖ昭61年卒）

本年は、去る８月７日（金）に三宮の「花隈鈴
江」において、第34回風紋会を開催し、現職ＯＢ合
わせて11名の参加をいただきました。会長の今田出

総会では、大学から参加いただいた造林学の山本

（Ｖ昭23年卒）さんの挨拶に続いて、兵庫県議会議

福寿教授から大学の近況・学科の変遷・旧校舎の保

長を退任された梶谷忠於（Ａ昭35年卒）さんの乾杯

存などのお話があり、懐かしい鳥取の近況に質問が

発声の後、梶谷さんに差し入れていただいた「神戸

飛び出すなど、参加者一同興味深く伺いました。

市役所風紋会」名入り陶器のこだわり芋焼酎を囲み

その後は議事もそこそこに懇親会に突入です。今

ながら、なごやかなひとときが始まりました。待望

回は、参加者18名と例年に比べ少なめでしたが、昭

の新会員である岡本美奈子（Ｖ平23年卒）さんの自

和28年卒から平成16年卒までの幅広い層からの参加

己紹介を含め、出席された方に近況をご報告をいた
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だき、積もる話に花を咲かせて、気が付けば、こだ

計報、記念撮影、そして中田先生から大学、学部、

わりの芋焼酎はすっかり空となっていました。

鳥取市内のことなど報告いただきました。メインの

毎年、暑い時期での開催となっておりますが、今

懇親会では各自の近況、学生時代、抱える疑問・問

後とも、暑さを吹き飛ばす勢いで風紋会を盛り上げ

題などを話題に、本部よりの「強力」をいただきな

ていきたいと思っております。

がら愉快な懐かしい時間を過ごすことができまし
た。そして、互いの無事に感謝しつつも、今後の無
事を祈念しながら解散しました。中田先生はじめ事

福岡支部

務局には心より御礼申し上げます。
麻生

昌彦（Ｅ昭46年卒）

同窓会にはとかく壮年期になってお越しになる方

会員の皆様方におかれましてはご健勝にてお過ご

が多いのですが、若い方々も同期・友人などお仲間

しのこととお慶び申し上げます。「九州場所のふれ

でお越しいただければ出席しやすいのではないかと

太鼓」の音に、暮の慌ただしさを感じ始めた福岡支

思います。紙上をお借りしてお誘い申し上げます。

部よりお便りいたします。

なお、今回の同窓会では準備中に３名の方が亡くな

全国的には今年も豪雨、台風、地震、噴火と様々

られたことがわかりました。吉田泰邦氏（Ｖ昭43年

な災害の年でしたが、会員の皆様の中には被災され

卒）と毎年本会に参加しておられました山口幸弘氏

た方も多いのではないかと存じます。改めて、衷心

（Ｆ昭46年卒）、鎌田康秀氏（Ａ昭53年修了）で、

よりお見舞い申しあげます。

個人的には歳も近く親しくしていただいただけに寂

福岡も８月に台風が県土を縦断しました。しか
し、幸いにも大きな被害を被ることはありませんで

しさもひとしおです。心よりご冥福をお祈りいたし
ます。

した。地球温暖化、異常気象、地球活動期など生活
を脅かす不安材料は沢山ありますが、今後も皆様方
の無事を祈念いたします。
さて、福岡支部同窓会ですが、このところ隔年で
福岡市と北九州市で交互に開催しています。福岡市
の開催のみでは、地域によって交通事情から参加し
にくい方々もおられ、できるだけ多くの方々に参加
していただけるよう配慮したものです。お陰様で最
近は、出席者に開催地による偏りがあるものの、北
九州、東部京築、福岡、南部筑後、そして中部筑豊
地域のほぼ全ての地域から出席していただけるよう
になりました。次はもう少し県南、県北の会員交流
ができればと思っています。
そこで今年の支部同窓会ですが、去る10月３日北
九州市小倉駅前のコレット12階「野の葡萄」で、遠
路のところおいでいただいた中田昇教授と同窓生の
14名で開催しました。代表者挨拶に続き、昨年の会

現住所、勤務先等変更があった場合にはご一報下さいますようお願いいたします。
dousou@toridai-nougakudousou.com
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クラス会だより
獣医学科昭和45年卒

るが、当日は幻の銘酒「獺祭」（だっさい

オバマ

大統領来日時、安倍総理よりの土産物）の甘露も手

大井

幹也

私達のクラス会は「馬酔木会」（あしびかい）と

伝い、皆、平素の規定量を遥かに凌いで、深夜まで、
熱っぽい交流は続いた。翌日は、午前中山口市内の
名所旧跡である、サビエル記念聖堂

旧藩庁門

国

称して、卒業後定期的に各地にて開催している。
（３

宝瑠璃光寺五重塔

年に１度の獣医学科総会開催年は鳥取にて）、特に

大河ドラマ「花燃ゆ」を彷彿させる歴史的遺産を目

10年前からは、毎年の開催となり、近年は東京・徳

の当たりにし、しばし幕末の果敢な志士たちに想い

島・倉敷等でも開催している。

を馳せた。来年は古希祝いと併せ大阪での開催とな

平成27年は、小生が世話役となり、７月19日～20
日出身地である山口市湯田温泉での開催となった。

菜香亭等、中には現在放映中の

り、大阪の味道楽に舌鼓をうちながら、一献傾けあ
う事を約し、それぞれの帰路についた。

本年に入り、２月に野島一喜君（熊本）６月には
南

三郎君（鳥大名誉教授）が相次いで鬼籍に入り

出席者は12名であった。
会員は昭和21年～22年生まれの、古希直前であ
り、例年参加の者も多く、１年振りの再会に喜びを
分かち合った。
初日は、源泉かけ流しの名湯で心身の疲れを癒
し、早速夕刻より懇親会となったが、まずは亡き盟
友の御霊に対し黙礼献杯し粛々と和やかなうちに歓
談に入った。昨今山口県産の清酒が話題となってい


事 務 局 だ よ り
会員の皆様には元気でご活躍のことと存じます。
今年はエルニーニョ影響で、鳥取も暖かい日々
が続いておりましたが、今朝起きて、外を見て、
びっくりポン！！な、なんと一面の銀世界。
待望の？？雪が降り、いよいよスノータイヤの
出番となりました。（ただ、山がに住む私が湖山
へ来てみれば、雪などかけらもなく・・。）
一時は絶滅の危機に瀕し、吉方の地から消える
のか・・高農校舎。
多方面からのご尽力のおかげで一転存続出来る
ことになり、総会で皆様へのご厚志のご寄付をお
願いしたところ、たくさんの方々よりご寄付いた
だきました。心よりお礼申し上げます。
内心、集まるだろうか・・と心配だった事務局
ですが、やはり、質実剛健、ハイカラで規律正し
き高農パワーはいまだ健在なり！！さらにビック
リしたのは、高農を知らない世代の方々からもた
くさんいただいた事です。脈脈と受け継がれる農

学部魂もここにあり！といったところでしょう
か？
同窓会に勤務させていただいてずいぶん長くな
ります。あの研究室の学生だった○○君がいまや
鳥取大学の要職につかれ、それも一人や二人では
なく・・月日の流れを感じずにはおれません。
年齢は勲章？とまでは言いませんが、長い月日
の中、理不尽なこともたくさんあります。矛盾に
苛まされながら、必死にもがいていると色々なこ
とも見えて来ます。
経験が人を育てる！真の優しさや思いやりこそ
が自らをも他者をも説得出来る！同窓会で教えて
いただいものは私にとっての勲章だと思っていま
す。
そして、たくさんの方々との出会いが、少しで
も前を向いていく力を私に下さったと感謝する
日々です。
同窓会事務局 北嶋邦恵

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

