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「創立記念を祝う会　第17 回東京農大ホームカミン
グデー」が世田谷キャンパス収穫祭初日の11月３日、
百周年記念講堂で校友や教職員が出席して盛大に開催さ
れました。式典では髙野学長の式辞、学校法人大澤理事
長の祝辞の後、千葉県支部、福井県支部、東京都支部、
長野県支部、茨城県支部から推薦があった 5 組の親子

三代卒業生特別表彰があり、代表して秋丸明文さん（昭
53経）がお礼のあいさつをしました。

また、今年度から新設された東京農大貢献賞には、生
命科学部バイオサイエンス学科の尾畑やよい教授に授与
され、受賞に至った研究内容について講演しました。
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「創立記念を祝う会　第17回東京農大ホームカミングデー」開催

百周年記念講堂で開催された「創立記念を祝う会 第17回東京農大ホームカミングデー」

組 氏　名 卒　年 学　科 在　住

1
露崎 董（物故者） 昭６ 専農
髙橋 啓太郎 昭61 栄 千葉県
髙橋 昌也 現４年 地造 東京都

2

長尾 一雄（物故者） 昭15 専農
藤本 博文（長尾） 昭46 林 福井県
青池 知美（藤本） 平10 栄管 福井県
藤本 佳子 平14 応栄管 福井県
藤本 貴久 平17 工 福井県

3
秋丸 和夫（物故者） 昭22 専土
秋丸 明文 昭53 経 東京都
秋丸 剛志 平21 国経 東京都

4

竹内 正敏（物故者） 昭29 経
竹内 正彦 昭59 化 長野県
竹内 正剛 昭62 造 埼玉県
竹内 開地 平29 国経 埼玉県

5
兼平 尚武（物故者） 昭32 醸
兼平 理香子 昭59 短醸 茨城県
兼平 貴之 現４年 応醸 茨城県

平成29年度 親子三代卒業生特別表彰者
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全国教職員部会連絡協議会通常総会・教育研究フォーラム 開催

東京農業大学 地域後継者推薦入試について

本部の動き（10～12月）

１．通常総会
全国教職員部会連絡協議会は平成29年11月11日、

世田谷キャンパス1号館で地区幹事長、部会関係者らが
出席して総会を開催、28年度の事業報告と決算、29年
度の事業計画と予算を決めました。

開会あいさつで外園 会長（校友会副会
長、埼玉県支部長）は「人口が減少する中、
農大への進学、教職への進路をどうフォロー
していくかが課題。会員教職員の経験、地
元の人脈を生かし、有意義な活動を進めて
いきたい」と呼びかけました。

２．教育研究フォーラム
総会の後、第20回東京農業大学教育研究

フォーラムがアカデミアセンター横井講堂
で開かれました。このフォーラムは東京農
業大学教職課程と連絡協議会の共催で、教
職課程を履修している学生、連絡協議会会
員、大学教職員ら100人が参加しました。

国立教育政策研究所企画開発部総括研究

官の千々布敏弥氏が「新しい学習指導要領と高大接続改
革が目指す小学校から大学までの学びの姿」、東京農業
大学地域環境科学部地域創生科学科の宮林茂幸教授は

「山村と都市との交流による体験学習」と題して講演し
ました。

平成30年度地域後継者推薦入試に係る支部長推薦者
について、「平成30年度地域後継者推薦入試取扱要領」
を添付し、都道府県支部長・幹事長に推薦を依頼、本年

度は38支部から74人の推薦（世田谷キャンパス38人、
厚木28人、オホーツク8人）があり、11月18日に全
員が受験、同 24 日に74人全員が合格しました。

１．常任理事会の開催
（１）第３回／ 10月20日

①　ブロック会議提出議題と資料について
②　校友会比例代議員の見直しについて

（２）第４回／ 12月８日
①　平成29年度第３回理事会提出議案について
②　その他

２．監事会の開催
（１）第２回／ 12月７日

① 　平成29年度前期事業報告並びに前期収支決算報
告について

②　会計帳簿及び証憑書類への記録について

３．理事会の開催
（１）第３回／12月15日

① 　平成29年度前期事業報告並びに前期収支決算報
告について

②　会則及び規程の一部変更案について
③ 　全国支部長会及び平成30年度通常総会の開催に

ついて
④　東京農大経営者会議について

４．東京農大経営者会議事務局を校友会が担当
東京農大経営者会議総会が11月24 日に開催され、

同会議の事務局を校友会に移管することが決定しまし
た。新田恭一郎経営者会議会長からの申し入れを校友会
が快諾しました。校友会は今後、同会議の発展拡充のた
め会員加入の推進等に尽力していきますので、ご承知の
うえご協力ください。

教育研究フォーラム
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連絡・報告事項

本部と支部との連携活動（平成29年10月以降）

１．平成29年度支部ブロック会議の開催

２．都道府県支部総会の開催

ブロック名
（当番支部） 開催日・場所 本部出席者

北海道・東北
（青森県支部）

10月21日（土）15時～／22日（日）
青森市：ラ・プラス青い森 副会長　　外園 　

関東・甲信越
（千葉県支部）

11日４日（土）14時～／５日（日）
千葉市：ポートプラザちば 会　長　　三好 吉清

東海 ･ 近畿 ･ 北陸
（三重県支部）

11月11日（土）14時～／12日（日）
伊勢市：伊勢パールピアホテル 副会長　　小泉 幸道

中国・四国
（高知県支部）

11月25日（土）14時～／26日（日）
高知市：ホテル南水

常任理事・事務局長
　　　　　小野 甲二

九　　州
（沖縄県支部）

11月11日（土）14時～／12日（日）
宮古島市：レストランのむら本店

会　長　　三好 吉清
常任理事　豊原 秀和

都道府県 開催日 場　所 本部出席者

茨城 10月 １ 日（日） 水戸市：レイクビュー水戸 副会長　　外園　 

京都 10月 ７ 日（土） 京都市：京都タワーホテル 会　長　　三好 吉清

石川 10月29日（日） 金沢市：ホテル金沢 常任理事　豊原 秀和

山梨 11月 ９ 日（木） 甲府市：ベルクラシック甲府 常任理事　小野 甲二

岩手 11月11日（土） 花巻市：ホテル志戸平 常任理事　横澤　 馨

大阪 11月18日（土） 大阪市：シティプラザ大阪 副会長　　小泉 幸道

福井 11月23日（木） 福井市：福井パレスホテル 常任理事　宮林 茂幸

静岡 11月25日（土） 沼津市：ふじのくに千本松フォーラム 副会長　　小泉 幸道

１．卒業生会員名簿の整備について
会員名簿（原簿）の精度を高めるため、住所変更（異

動等）・改姓などがありましたら、本部にご連絡いただ
きますよう、ご協力をお願いします。

様式「会員名簿変更届」を校友会ホームページに掲載
しています。FAX または E-mail でご連絡願います。

FAX：03-3427-2271
E-mail：ko3883@nodai.ac.jp

２．校友会ホームページへの情報提供について
校友会のホームページでは、本部の動き、会議の予定

や内容のほか、各都道府県支部の役員、支部規程、支部
総会の開催予定や内容、年度計画、活動報告などを管内
の校友会員に連絡・報告できる支部別のページを設けて

います。
各支部から情報が届き次第、随時、支部のページを更

新しますので、支部活動の情報提供にご協力をお願いし
ます。

３．校友会本部・グリーンアカデミーホールの冬季休業日
（1）校友会本部事務局
　　休業日　12月26日（火）～1月８日（月）

（2）グリーンアカデミーホール（校友会館）
　　休館日　12月26日（火）～1月７日（日）

（3）グリーンアカデミーホール　レストラン
　　休業日　12月26日（火）～1月８日（月）
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会員の動静（10月以降、支部から報告のみ記載）

学校法人・大学の動き

◎慶
　平成 29 年秋の叙勲・褒章を次の方々が受賞されました。

◎当選
　町長に次の方々が当選されました。

◎弔
　次の校友がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

叙勲等の種類 支　部 氏　名 卒　年 学　科

旭日小綬章 富山県支部 西村 亮彦 昭 36 林

黄綬褒章 福井県支部 土井 直紀 昭 49 造

藍綬褒章 群馬県支部 栁澤 光雄 昭 43 短醸

藍綬褒章 東京都支部 高橋 秀夫 昭 40 工

支　部 氏　名 卒　年 学　科 町　名 当選年月日 期

栃木県支部 福島 泰夫 昭 49 拓 那珂川町 平成29年10月29日 ２期目

支　部 氏　名 卒　年 学　科 逝去日

兵庫県支部 宮本　 豊 昭 48 造 平成29年 ８ 月23日

群馬県支部 針塚 藤重 昭 32 農 平成29年11月18日

富山県支部 米田 喜實雄 昭 39 経 平成29年11月23日

東京都支部 前川 昭男 昭 28 化 平成29年11月30日

佐賀県支部 松尾 武博 昭 38 経 平成29年12月 ３ 日

※ 　米田喜實雄氏は平成24年から富山県支部長（現職）。支部のリーダーとしてご尽力いただいていましたが、11月23日未明に急逝、
75歳でした。告別式は26日に執り行われました。

１．「東京農大経営者フォーラム 2017」を開催
平成29年11月24日、世田谷キャンパス百周年記念

講堂で「東京農大経営者フォーラム」が東京農大経営者
会議会員、校友、大学関係者の他、現役学生約700人
が参加して開催され、東京農大経営者大賞７件８人、東
京農大経営者賞と東京農大経営特別賞それぞれ１人の
10人が髙野学長から表彰されました。

表彰式の後、各大賞受賞者が記念講演を行い、自らの
経営内容と特色を披露、現役学生に期待の言葉を
贈りました。

東京農大経営者大賞受賞者（五十音順）
及川　智正　氏

（株式会社農業総合研究所代表取締役社長　平９経卒）
越智　　浩　氏

（石鎚酒造株式会社専務取締役　平５醸卒）
越智　　稔　氏

（石鎚酒造株式会社取締役製造部長　平９醸卒）
栗本めぐみ　氏

（KURI BERRYFARM 代表　平14国企卒）

澄川　宜史　氏
（株式会社澄川酒造場代表取締役社長　平10醸卒）
高塚　　敏　氏

（株式会社地域環境計画代表取締役　昭 57 造卒、平21院環博修了）
中村　隆宣　氏

（有限会社安曇野ファミリー農産代表取締役　昭57農卒）
黛　　紀昭　氏

（有限会社妙義ナバファーム代表取締役　平５林卒）

 東京農大経営者大賞を受賞した方 （々前列）



5

２．学会賞等の受賞者紹介
◯ 11月18日　 2017年度外国語教育メディア学会

（LET）関東支部奨励賞 受賞　三浦愛香 
准教授（農学部）

◯ 11月25日　 日本甲虫学会 2017年度論文賞 受賞　
藤澤侑典さん（平 29.3 農学専攻博士前
期課程修了）、小島弘昭 教授（農学科）

◯ 11月27日　 第47回日本創傷治癒学会 奨励賞 受賞　
山根拓実 助教（食品安全健康学科）

【注：10月20日以降、上記のほか学部生・大学院生が
各賞を受賞しておりますので、詳細は東京農業大学 HP
の学術を参照して下さい。】

３．大学が締結した連携協定など（10 月以降）
◯  11月17日　ちちぶ定住自立圏との包括連携協定を

締結
埼玉県秩父市内で「ちちぶ定住自立圏」（秩父市・

横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）と包括連携協定
を締結しました。本協定は、①地域産業資源を活用し
た６次産業化と人材育成、②環境保全・地域づくり、
③教育・研究・文化振興、④就農・就職支援など。

◯ 11 月 20 日　大分県杵築市との包括連携協定を締結
杵築市から永松悟市長、松成茂農林課長らが、大学

からは高野学長、宮林茂幸地域創成科学科教授らが出
席して協定書を取り交わしました。

本協定は、①まちづくり及び人づくりに関すること、
②自然、環境、産業及び地域振興に関すること、③教
育・研究・文化の発展に関すること、④就農及び就職

支援に関することなど。 

○ 11月27日　長野県木祖村と包括連携協定を締結
木祖村から唐澤一寛村長、渡辺孝農林課長らが、大

学からは高野学長、立岩壽一エクステンションセン
ター長らが出席しました。

本協定は、①地域産業資源を利活用した６次産業化
と人材育成、②環境保全・地域づくり、③教育・研究・
文化振興、④就農及び就職支援、⑤農林業振興など。

 

４． フォーラム・シンポジウムの開催など（10 月以降、
詳細は東京農業大学ＨＰの学術を参照）

◯ 10月 ６ 日　 東京農業大学・（一財）日本水土総研共
同シンポジウム「アジア農業農村開発の
将来展望」開催

◯ 10月23日　 総研研究会 生物的防除部会 平成29年
度第２回講演会 開催

◯ 11月11日　 農学部シンポジウム「躍動する農学～
農のこころで社会をデザインする～」
開催

◯ 11月20日　 地域特性を発揮する総合農協のビジョ
ン再構築と営農指導・営農経済事業の
高度化システムに関するシンポジウム 
開催

◯ 12月 ９ 日　 第13回 東 京 農 業 大 学 新 規 就 農 推 進
フォーラム「頼れるか ? 行政・JA ～新
しい取組みの芽生え～」開催

◯ 12月 ９ 日　 地域連携推進研究部会発足シンポジウ
ム 開催

５．収穫祭の開催
平成29年度の収穫祭は次の通り開催されました。

◯オホーツクキャンパス
　第29回収穫祭
　10月８日（日）、９日（月･祝）
　統一テーマ：「芽吹」
　来場者：13,232 人（昨年比△ 1,868 人）
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農大スポーツ、農友会の活躍（10月以降）

◯世田谷キャンパス
　創立126年収穫祭
　11月３日（金･祝）～５日（日）
　テーマ：「農の進化、ともに挑もう未来に向けて」
　来場者：100,429人（昨年比＋ 11,771 人）

◯厚木キャンパス
　第18回収穫祭
　11月４日（土）、５日（日）
　テーマ：「厚木に根づく農の魂」
　来場者：23,175 人（昨年比＋ 2,009 人）

＜体育団体＞
世田谷キャンパス硬式野球部

２部３部入れ替え戦、２勝１敗で２部残留が決定
東都大学野球秋季リーグで２部最下位となった農大は

３部優勝の学習院大と入れ替え戦を行い２勝して２部に
残留した。
新監督に樋越勉氏が就任

樋越新監督は昭和 55 年農業拓殖学科卒、在学中は硬
式野球部に所属。日本学園高校野球部コーチ・監督、世
田谷キャンパス硬式野球部コーチを経て、平成２年にオ
ホーツクキャンパス硬式野球部監督に就任。北海道６大
学リーグで通算28回の優勝、全日本大学野球選手権大
会には15回出場。12月に世田谷キャンパス硬式野球部
監督に就任。

オホーツクキャンパス硬式野球部
周東佑京君　福岡ソフトバンクホークスと契約合意

周東佑京（産経 4）が 2017 プロ野球ドラフト会議
（10 月 26 日）で福岡ソフトバンクホークスから育成選
手として指名を受け、11 月７日に同球団と契約合意し
た。 

ホッケー部
2017 関東学生ホッケー秋季リーグ

男子１部の決勝戦（11月３日）で、法政大学に１対０
で勝ち、12年振り10回目の優勝を達成。今大会で主将
の青山力也（開４）が MVP 賞及びベストイレブン、三原
広之（開３）がベストイレブンを受賞した。

女子１部では準決勝で強豪の駿河台大学に２対１で勝
利、決勝（11月19日）では山梨学院大に敗れたものの準
優勝に輝いた。

男子第66回・女子第39回全日本学生ホッケー選手権大会
11月８～12日に大阪府・奈良県内で開催され、男子

は４位、女子はベスト 8 と健闘した。この結果、男子
はホッケー日本一のタイトルをかけて争う、第 91 回全
日本男子ホッケー選手権大会に出場。24 日に社会人１
位の福井クラブと対戦し、SO（シュートアウト）戦まで
もつれる展開となったが惜敗した。

農友会馬術部　
平成 29 年度全日本学生馬術大会（11月２～７日 兵庫
県三木ホースランドパーク）

第60回全日本学生賞典総合馬術競技大会で３位に和
田健太郎（ビジネス４） 、６位に吉田匡慶（ビジネス４）。
吉田は第60回全日本学生賞典馬場馬術競技大会で６
位、第67回全日本学生賞典障害馬術競技大会で８位。

団体では、第60回全日本学生賞典総合馬術競技大会
で４位、三種目総合で６位。 
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第89回全日本学生馬術選手権大会（ 1 1 月2 5 、2 6 日 、
福岡県馬術競技場）

吉田匡慶が準優勝、 和田健太郎、鵜飼勇希（造２）が９
位入賞。
第２回関東学生馬術男子競技大会（12月２、３日 津久井
馬術競技場）

馬場馬術競技で４位に鵜飼勇希、障害馬術競技で８位
に吉田匡慶、９位に鵜飼勇希。
平成29年度関東学生会長杯（12月２、３日 津久井馬術
競技場）

馬場馬術競技 A2 課目で３位に木村雄飛（醸２）、障
害馬術競技小障害 A で２位に林大地（経２）ヒーローブ
ラッサム号、４位に林大地グリーヴァ号。

ボクシング部
全日本ボクシング選手権大会　森坂君 ３連覇

第87回全日本ボクシング選手権大会（11月22～26
日）に９人の学生と卒業生 OB１人が出場。ライト級の
森坂嵐（ビジネス３）が大会３連覇を達成、フライ級の北
浦龍馬（ビジネス３）とバンタム級の中野幹士（ビジネス
４）は決勝で惜しくも敗れ準優勝、ライト級の齋藤麗王

（ビジネス１）３位。
ライトウエルター級に出場した卒業生の成松大介（平

24経・自衛隊体育学校）は大会７度目の優勝を果たした。
その他の成績＝ライトフライ級５位 田中利知（経１）、

ウエルター級５位 黒柳禅（ビジネス１）、ミドル級５位 
押川幸輝（ビジネス３）

陸上競技部女子
第４回日光いろは坂駅伝大会（11月26日）

Ａチームが２位、Ｂチームが４位。区間賞にＡチーム
３区の原田紗枝（健３）。

 

陸上競技部男子
箱根駅伝の関東学生連合チームに金子君選出

第94回東京箱根間往復大学駅伝競走（30年１月２、
３日）にオープン参加する関東学生連合チームに金子鷹

（ビジネス３）が選出された。
校友の皆さん、応援よろしくお願いします。

相撲部
第95回全国学生相撲選手権大会（11月４、５日、大阪府
堺市・大浜公園相撲場）

団体戦Ａクラスでベスト８。齋藤真（森４）佐藤隆史（工
２）山内敬（開３）松原康太（森３）冨栄秀喜（森３）が出場
した。
第66回全日本相撲選手権大会（12 月３日、両国国技館）

冨栄秀喜が出場、ベスト 16。

 

剣道部　
第18回関東女子学生剣道新人戦大会

12月3日に墨田区総合体育館で開催され、５位（敢闘
賞）に入賞。この大会には 77 大学が参加した。左から齋藤、森坂、北浦、中野

２位でゴールする農
大Ａチームの平賀奏
美（経１）

応援に駆け付けた校友会栃木県支部の皆さん（前列）と陸上競技部女子選手ら

アマチュア横綱を決め
る全日本相撲選手権大
会の出場者全員と記念
撮影に臨む冨栄㊧
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オホーツク　カーリング部
NHK杯で健闘

10月3～5日のNHK杯に出場、農大 C が３位、農大
Ｇが４位と健闘した。

大学リーグ新人戦（10月28、29日）で２年女子２位、
２年男子６位。

＜文化団体＞
農友会社交ダンス研究部

東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦
11月12日に獨協大学（草加市）で開かれ、ラテンの部で、

小林和久（醸４）・松下梨花子（栄４）組がチャチャチャで優
勝、サンバで３位に入賞。フォーメーションで３位。

第96回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会
12月３日に電気通信大学（調布市）で開かれ、ジュニ

アモダンの部で鈴木凌（開１）・片桐愛（ビジネス１）組が
クイックステップで２位。 

第62回全日本学生競技ダンス選手権大会
12月10日に獨協大学で開

かれ、ラテンの部で佐原安春（森
３）・荒奈瑠美（栄３）がルンバ
で３位入賞を果たした。小林和
久・松下梨花子組も決勝に進出、
チャチャチャで５位入賞を果た
した。フォーメーションでは３
位。

 

講演部
農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会

農友会講演部は12月３日、百周年記念講堂で「第51
回農林水産大臣杯争奪全日本学生弁論大会」を 開 い た。

「学生が論じる農林水産業の未来」をテーマに、７大学９
人の弁士が競い、２位の日本農業新聞賞に大石明日香（経
１）が選ばれた。

OB の活躍
大相撲関取の成績

  
  
　　　　  
  
プロ野球

2017 プロ野球ドラフト会議で、谷川昌希投手（平
27開発卒、九州三菱自動車）が阪神タイガースに５巡目
で指名された。谷川投手は福岡県出身で筑陽学園高、東
京農大を経て、社会人３年目の25歳。ストレートとス
ライダーで抑える本格派右腕。

平成27年から 3 年連続で都市対抗に出場。29年は
侍ジャパン社会人代表にも選ばれ、第28回BFA アジア
選手権に出場した。

校友会職員の自己紹介
新入職員の安達哲司（昭55農卒）です。山口県出身、

日本農業新聞を定年退職し、11月１日から校友会に勤
務しています。校友会発展にお役に立てるよう頑張って
まいります。代議員の皆様よろしくお願いいたします。

ルンバで３位に入賞した佐原・荒奈組

谷川投手は後列右から２人目、背番号 34

年 末 の ご 挨 拶

本部役員、都道府県・海外支部役員並びに多くの
校友会員の皆さま方には、本年中の校友会活動につ
きまして、大変にお世話になりました。

東京農業大学校友会発展のため、来年も頑張りま
すので、より一層のご指導を賜りますよう、よろし
くお願いいたします。

皆さま方にとって、平成30年（戌年）が良い年で
ありますようご祈念申し上げます。

　平成29年12月25日
　東京農業大学校友会
　　　常任理事・事務局長　小 野 甲 二
　　　事務局次長　　　　　安 達 哲 司
　　　主任　　　　　　　　岡 本 素 子
　　　　　　　　　　　　　目   裕美子
　　　　　　　　　　　　　安井 三己彦

場　所
正　代 豊　山

（正代直也 Ｈ26開）（小柳亮太 Ｈ28森）
平成29年11月場所

（九州場所）
前頭七枚目 十両三枚目
９勝６敗 ９勝６敗

剣道新人戦で5位（敢闘
賞）に入賞


