
宮崎大学焼酎
「薫陶（くんとう）」
度数：37度（原酒）
容量：720ml
※非売品･数量限定

1万円以上の寄附の
方で「送料着払い」を
条件に希望する方へ
返礼品として贈呈い
たします（在庫がなく
なり次第終了）。

ご案内ご案内

宮崎大学同窓会連合会
会長　柳田　俊彦

宮崎大学同窓会連合会だより宮崎大学同窓会連合会だより

大豆油を主成分としたインキを使用しています

国立大学法人宮崎大学同窓会連合会事務局　〒889－2192　宮崎市学園木花台西1丁目1番地
■TEL（0985）58－7790　■E-mail : dousou-rengo@of.miyazaki-u.ac.jp　■令和元年7月発行
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宮崎大学同窓会連合会ホームページ 宮崎大学　同窓会連合会 検索

第8回 宮崎大学ホームカミングデイ実行委員長　添田 佳伸

素敵なアカペラB.O.Iの歌声で開幕

懇親会の様子

vol.9

12

15

土

み
や
だ
い
も
う
く
ん

　ホームカミングデイも8回目を迎えるとなると、いくつか見直
しが迫られるようになりました。毎年行うのか、時期はどうするの
か、内容はどうするのか、といったようなことです。その中で、やは
り卒業生の集いであるこのホームカミングデイを途絶えさせるわ
けにはいかないとの強い思いで、12月15日と例年よりは少し遅
めの時期でしたが開催することができました。これまで参加され

た皆さんのご意見をもとに、大学祭とは別日程で、そして名誉教授懇談会と同日程で
行いました。内容としては、今回も学生の発表を取り入れました。全学部の学生さん
にそれぞれ特色を生かした発表をしてもらいました。また、教員の研究の一端を発表
する機会も設けました。牧水に対する理解が少し深まりました。お陰様で参加頂いた
皆様から高い評価を頂きました。実行委員、事務職員、同窓会の皆様はじめ、関係頂い
たすべての皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。

　卒業生の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　宮崎大学では、「宮崎TOPセミナー」、「ふるさと探検隊」、「宮崎アカデミーロ

ータリークラブの設立」、「COC＋事業」、「硫黄山噴火への対策」など様々な活動を通じて、これまで以上に
各学部間、大学と地域間の連携協力を深めています。また、「宮崎－バングラディッシュモデル」のような新
たな国際連携もスタートしています。これらの取り組みが順調に成果を上げてきているのも、県内外の関
係者や同窓生の皆様のご理解ご協力のおかげと感謝申し上げます。
　宮崎大学同窓会連合会においても、学部の垣根を超えた横断的な交流活動について協議しており、その
取り組みの一つとして、ホームカミングデイが開催されています。今年は、10月5日（土）に第9回宮崎大学
ホームカミングデイを開催いたします。令和初の開催であり、母校の近況に触れていただく絶好の機会と
なっております。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

ご 挨 拶

各学部からの発表です!!

オープニング

令和元年度に初の卒業生を輩出します

若山牧水に対する理解が深まりました!!

【個人情報の利用について】
　お知らせいただきました住所や氏名、その他の個人情報は、今後大学か
らのご案内を発送するために使用するほか、当日配布の参加者名簿の作
成、大学および大学同窓会からの連絡の目的以外には使用いたしません。

問合せ先
宮崎大学同窓会連合会事務局

－ 4 － － 1 －

TEL：0985－58－7790
E-mail：dousou-rengo@of.miyazaki-u.ac.jp

（徒歩約5分）清武総合支所前バス停
（徒歩約2分）JR清武駅前バス停

約40分

宮交バス

「宮崎大学・大学
　病院行」に乗車

令和元年10月5日（土）令和元年10月5日（土）宮崎大学木花キャンパス宮崎大学木花キャンパス

ホームカミングデイホームカミングデイ
第9回 宮崎大学卒業生の集い
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12：15～12：45

12：45～14：20

案内・受付

歓迎式典

学生発表、研究発表

記念写真撮影タイム・移動・休憩

懇親会（大学会館）

当日のスケジュール

会場案内図（宮崎大学木花キャンパス） 宮崎大学までの交通機関

第8回 ホームカミングデイ を開催しました!!

第8回 宮崎大学ホームカミングデイを振り返って

懇親会

本学の研究成果として
製品化された焼酎です
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●学生発表等会場

ゆうちょ銀行（郵便局）の払込取扱票による参加申し込みと
なります。（電話申込不可） ※同伴で来られる方は参加無料です。

■参加費　2,000円（懇親会会費を含む）
　※お振り込みいただきました参加費は不参加となった場合も
　　お返しできません。

■払込取扱票について
　・本リーフレットに同封の払込取扱票（青色）の必要事項を
記入し、ゆうちょ銀行窓口にてお振り込みください。
※振込手数料は参加者様ご負担でお願いいたします。

　・ゆうちょ銀行に備え付けの払込取扱票もご使用いただけ
ます。その際は、右記の枠内の必要事項をご記入ください。

参加申し込み方法

（宮崎大学同窓会連合会ホームページに「払込取扱票の記入例」を掲載しております。）

　※振替払込請求書兼受領証をもって、領収書に代えさせていただきます。

■払込期限　令和元年9月17日（火）まで

JR宮崎駅

約25分

宮交バス
宮交バス

「宮崎大学・大学
　病院行」に乗車宮崎港 「宮交シティ行」 約30分

約15分

タクシー

宮崎大学まで
約8km宮崎空港

約15分宮崎自動車道・東九州自動車道 清武インターから

約25分

宮交バス（JR南宮崎駅近く）
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（1）口座記号・口座番号　01780－1－145192
（2）加入者名　宮崎大学同窓会連合会　　（3）金額　2,000円
（4）通信欄　①区分（卒業生、元教職員、現教職員、在学生）

②学部・学科等（卒業時、退職・異動時、在学、在職中の所属を
　ご記入ください）
③卒業または退職年月（現職の恩師の方は、「現職」とご記入
　ください）
④参加当日の同伴者（無料）の有無・人数

（5）ご依頼人　①郵便番号　②住所
③氏名（旧姓） ※必ずフリガナをつけてください。　④電話番号

「ホームカミングデイ」とは卒業生の皆様に「母校宮崎大学」に集っていただき、母校の近況に触れ、懐かしい恩師や
職員、学友との交流・親睦を深め、相互の発展と連携につなげていくためにお招きするものです。

学生発表 地域資源創成学部
の紹介

教員の
研究発表

宮崎大学
焼酎案内

宮崎大学を
応援しよう！
宮崎大学基金

PC・スマホから
CD・本でも

詳しい内容は
HPで！
宮崎大学基金
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生 レ ポ ー ト業卒
みなさん、卒業後、どのような人生を送っているのでしょう。

様々な分野で活躍している方や趣味を楽しんでいる卒業生をピックアップしました！

アメリカ留学時
ユタ大学准教授 Mike先生（写真右）

と（写真左 本人）

各学部別同窓会の活動報告・お知らせ各学部別同窓会の活動報告・お知らせ

　今年4月に一般社団法人となり、初めての「講演会・懇親会」を開
催することとしましたのでご案内いたします。卒業生と在学生の
皆様の貴重な交流の場となりますよう、会員の皆様に楽しんでい
ただける企画も準備しております。多くのご参加を心よりお待ち
申し上げます。

　令和の時代となり、昭和3年宮崎高等農林学校第1回生から1万
8千人を超える卒業生を輩出している農学部も創立95周年を迎
えました。4月3日、新入生（学部生295名、院生56名）を準会員と
して迎え、通常役員総会を5月18日、宮崎市内で支部長15名、評議
員22名、本部役員等15名、計52名の出席者のもと、前年度事業実
績並びに本年度事業計画、予算案、新役員体制など承認議決され
ました。岩切文昭会長を中心に、本年度も支部組織の強化、母校農
学部への支援、連携活動などが活動の柱となります。同窓会の活
動内容紹介とご連絡等については、農学部同窓会ホームページ
（http://www.funatsuka.jp）にアクセスしてください。
令和元年度は、以下の行事を予定しています。
○ 5月18日（土）　通常役員総会、講演会（宮崎市　ひまわり荘）
○ 9月 3日（火）　親睦ゴルフ大会（宮崎市　宮崎国際GC）
○11月30日（土）　農学部懇親会（講演会）（宮崎市　ひまわり荘）
○ 3月24日（火）　卒業生歓送会（宮崎市　宮崎観光ホテル）
○R1．5月～R2．3月　各県支部総会（全国　25支部）

●新霊合祀慰霊祭

　工学部同窓会は、平成28年度に中部工学部会と北部九州工学部
会が発足し、関東工学部会および関西工学部会と合わせて4地区
で活動しております。平成31年3月22日の卒業式に続いて、工学
部同窓会主催で卒業・修了祝賀会を行い、学長・工学部長をはじめ
総勢約500名の盛大な祝賀会となりました。平成29年4月に設置
した工学部卒業生支援室（同窓会事務局）では、卒業生へのワンス
トップサービスなど、様々な支援を行っておりますので、お気軽
にご利用ください。
令和元年度は下記の行事が実施されます。
4月20日（土）　関西工学部会新入社員歓迎会（大阪城公園）
5月25日（土）　第4回工学部同窓会（ウェルシティ宮崎）
6月 8日（土）　関東工学部会（東京）（TKPガーデンシティ渋谷）
10月19日（土）　中部工学部会（名古屋）
10月20日（日）　関西工学部会（大阪）
11月17日（日）　北部九州工学部会（博多）（天神スカイホール）
12月 6日（金）　宮崎県内企業OB・OG交流会（宮崎大学330記念交流会館）
　工学部同窓会のホームページで行事の案内と報告を含め様々
な情報をお送りしております。是非アクセスをお願いします。
https://www.web-dousoukai.com/miyazaki-eng/

教育学部同窓会（木犀会）

工学部同窓会

宮崎大学医学部看護学科同窓会

　2014年に本学で博士号を取得後、アメリ

カで博士研究員として経験を積み、2018年

11月より環境・エネルギー工学研究センタ

ーの助教として母校で活躍する機会をいた

だきました。現在、高効率太陽電池や熱電発

電のための特徴ある新規材料開発をしてお

り、国内外の研究機関と宮崎大学主体で共同

研究を行っています。

　私自身、生粋の宮崎人で、愛着のある宮崎から世界へ情報を発信

するために研究に邁進していきます。

永岡　章さん（平成21年 工学部電気電子工学科卒業）

　大学卒業後そのまま大学病院で働き始め、早4年が経過しました。今年度よ

り、新たな部署に異動になり日々新しい刺激の中で過ごしています。新社会人

として入職したての頃と比較すると、スムーズに理解できる事も多くはなっ

ていますが、何より自分の記憶力の低下に驚きです。焦らず自分のペースで頑

張っていこうと言い聞かせながら過ごす毎日です。

矢野裕佳子さん（平成26年度 医学部看護学科卒業）

橋口玄郎さん（昭和42年 教育学部中学課程数学科卒業）

南　浩二さん（平成14年 農学部農林生産学科卒業）

「平成30年度　総会・講演会・懇親会」集合写真

令和元年度　新入生歓迎会

関西工学部会新入社員歓迎会（大阪城公園）

○日時 令和元年11月2日（土）11：00～13：30
○会場 宮崎大学教育学部附属幼稚園遊戯室　○会費 2,000円

●令和元年度　講演会・懇親会のお知らせ

一般社団法人　宮崎医科大学・
宮崎大学医学部医学科同窓会（篠懸会）

【日　時】 令和元年11月23日（土）17：00～
【場　所】 宮崎観光ホテル2F
【会　費】 卒業生：10,000円　在学生：1,000円
【申　込】 同封の参加申込書にて
HP　http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/alumni/
↑こちらからも申込ができます。

　平成30年度は、1回生に卒業後の活動について講演をしていた
だき、卒業生および修了生、学部生の参加があり、交流を深めるこ
とができました。今年度も皆様のご参加をお待ちしております。

●令和元年度　総会・講演会のお知らせ
【日　時】 令和元年度10月5日（土）16：30～
【場　所】 宮崎大学医学部総合教育研究棟2階G202
【参加費】 無料
↓講演内容や詳細は下記にアクセスをお願い致します。
HP　http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/kangoalumni/

●母校創立135周年記念同窓会
○日時 令和2年2月28日（金）11：00～
○会場 ホテルニューウェルシティ宮崎　○会費 2,000円

平成30年度 講演会の様子（講師：浅利定栄氏）

農学部同窓会（船塚会）

　令和の時代の幕開けという大きな節

目の時に、前田会長の後任として木犀

会会長を仰せ付かりました。長い歴史

と伝統を思う時、大丈夫かと自問して

います。皆さんの助力だけが頼りです。

大宮高校を最後に退職後は、短大に5

年、弘済会に9年お世話になり、その間、西都市の教育委員

長を8年務めました。今は母校が発展し、輝き続けること

を夢見、微力を尽くしていくつもりにはなっています。よ

ろしくお願いします。

　平成14年3月に農学部農林生産学科を卒業した私は、就職という道

を選ばずに、農業という道を選びました。今でいう、「新規就農」です。

　当時はまだ珍しい時代で、周囲からはかなり反対されましたが、その

反対を押し切り熊本での研修を開始しました。一年間の研修ののち、出

身地の大分県ではなく、大学4年間で思い出のある宮崎県の日南市北

郷町で「イチゴ農家」としてスタートを切りました。

　現在は15年目を迎え、いちご狩りができる観光農園やジャム等の加

工品販売、カフェ経営をしており、昨

年の9月には夢であった法人化にこぎ

つけることができました。

　今後は、地元ではない私を受け入

れ、育ててくれた日南市に少しでも恩

返しができるよう色々な事に取り組ん

でいこうと思っています。

　大学卒業後地元の大阪に帰りましたが、研修後は再び

宮崎に戻って来て、早30余年経ちました。宮崎に戻った

のは師事する教授がおられたからではありますが、結局

都会よりも田舎、我が故郷よりも人の縁、という思いが勝

ったんだと思います。田舎の人との関わり、自然の中での

心の安らぎ、またその反面生活の不便さ等を肌で感じつ

つ、これらを享受する毎日です。そして現在私は日南の飫

肥で仕事に従事していま

すが、少しでも地域医療

に貢献できればこれ幸い

と考えています。

波種年彦さん（昭和60年 医学部医学科卒業）

卒業生も
がんばってるもぅ


