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徳島大学創立７０周年記念事業 
 

 
昭和24年に創立した本学は、令和元年11月2日に創立70周年を迎えました。 
創立70周年を記念して、令和元年11月3日（日曜日・祝日）、JRホテルクレメント徳島

において、徳島大学創立70周年記念式典・祝賀会を挙行し、関係者約200名の方にご臨席
賜りました。 
式典では、初めに、徳島大学合唱団リーダークライスによる合唱が披露されました。学

長式辞に続いて、来賓としてご出席いただいた文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
の淵上孝課長より文部科学大臣からの祝辞を代読いただき、次に、飯泉嘉門全国知事会
長・徳島県知事、海外学術交流協定校のモンゴル国立医科大学のアマルサイハーン・バザ
ール副学長及び大連理工大学のラ ツンシェン学長補佐よりご祝辞を頂戴しました。 
また、本学の発展に多大な貢献をいただいた、個人ならびに法人・団体のみなさまへ野

地学長から感謝状の贈呈が行われました。 
 
 
 
 

  

徳島大学創立７０周年記念式典・祝賀会 
 

式典の様子 徳島大学合唱団リーダークライスによる合唱 

野地澄晴学長式辞   
 

淵上孝国立大学法人支援課
長による大臣祝辞の代読  

飯泉嘉門全国知事会長・ 
徳島県知事による祝辞   
 

アマルサイハーン・バザール 
モンゴル国立医科大学副学長による祝辞 

ラ ツンシェン大連理工大学
学長補佐 
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記念式典では、徳島大学の教育・研究の発展に、多大の貢献をされた個人、企業・団体

のみなさまへ感謝状の贈呈が行われました。 
併せて、内閣府より、公益のために私財を寄附された方へ贈られる「紺綬褒章（こんじ

ゅほうしょう）」が、濱本 恒男様と株式会社阿波銀行様へ授与され、野地学長より、濱
本様には褒状（ほうじょう）と飾版（しょくはん）が、株式会社阿波銀行様には褒状が贈
呈されました。 

●創立７０周年記念式典での感謝状贈呈者   
会社名 役職 氏名 区分 

  濱 本 恒 男 個人 
  藤 多 和 子 個人 

公益財団法人康楽会 理事長 三 木   緑 法人 

大塚製薬株式会社 代表取締役社長 樋 口 達 夫 法人 

日亜化学工業株式会社 代表取締役社長 小 川 裕 義 法人 

株式会社阿波銀行 取締役頭取 長 岡   奨 法人 

株式会社大塚製薬工場 代表取締役社長 小笠原 信 一 法人 

四国電力株式会社 取締役社長 長 井 啓 介 法人 

医療法人社団友伸会 理事長 堀 米 伸 康 法人 

ミヤリサン製薬株式会社 社長 内 田 正 行 法人 

 
 
 
 

  

徳島大学創立７０周年記念式典 
 

濱本恒男 様 
（紺綬褒章・褒状と飾版の贈呈） 

 

株式会社阿波銀行 様 
（紺綬褒章・褒状の贈呈） 

日亜化学工業株式会社 様 
（感謝状の贈呈） 

感謝状（サンプル） 
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引き続いて、同会場で開催された祝賀会では、衆議院議員の山口俊一様、徳島大学創立

70周年記念事業後援会名誉会長の青野敏博先生、海外学術交流協定校の東國大学校のチャ
ン フン イ薬学部長より来賓スピーチを頂戴しました。その後、海外学術交流協定校への
記念品の贈呈が行われました。祝宴は、大坪潤一郎工業会理事長の乾杯で始まり、徳島大
学栄養学連により阿波踊りが披露され、桜井えつ青藍会会長の万歳三唱により、閉宴とな
りました。 
創立70周年記念事業へは多くの皆様からご支援賜り、御礼申し上げます。 
本学は、今後も、30年先(創立100周年)の未来へ向かい、様々な新しい試みに挑戦し大

学が一体となって躍進して参ります。 
 
 

  

徳島大学創立７０周年記念祝賀会 
 

祝賀会の様子 徳島大学栄養学連による阿波踊り 

山口俊一衆議院議員 
による来賓スピーチ  

青野敏博大学創立 70周年記念事業
後援会名誉会長による来賓スピーチ   

チャン フン イ東國大学校 
薬学部長による来賓スピーチ 

大坪潤一郎工業会理事長による乾杯 桜井えつ青藍会会長による万歳三唱 
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徳島大学創立７０周年記念祝賀会 
 

海外交流協定校への記念品贈呈 

海外交流協定校への記念品 

（円筒花器） 

アマルサイハーン・バザール 
モンゴル国立医科大学副学長 
からの記念品贈呈  

ラ ツンシェン大連理工大学学長補
佐からの記念品贈呈  

チャン フン イ東國大学校 
薬学部長からの記念品贈呈  

モンゴル国立医科大学の名誉教授の称号，及びモンゴル保健大臣令に
よる「保健省栄誉メダル」を授与される野地学長 

  
施卫东 南通大学長からの祝電 
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 令和元年11月3日（日・祝）、JRホテルクレメント徳島において、徳島大学創立７０周年
記念講演会を開催し、学生、同窓生、地域住民の方、学内関係者等、約400名の方にご参加
いただきました。 
 野地澄晴本学学長による開会の挨拶に続き、講演の第一部では、整形外科医そしてスポ
ーツドクターとしてこれまでに数々のアスリートの治療に携わってきた本学大学院医歯薬
学研究部運動機能外科教授の西良浩一教授により、「“Beyond The TOKYO”腰痛治療最前
線～徳島からこの技術を全国に～」と題して、第二部では、前述の西良教授の内視鏡によ
る頸椎手術を受けられたアルピニストの野口健氏を講師としてお迎えし、「あきらめない
こと、それが冒険だ」と題して、山との出会い・西良教授との出会いについて、様々なエ
ピソードをまじえご講演いただきました。 
 講演会にはご参加いただいた数多くの参加者の方は、熱心に演者の話に聞き入れられて
いました。 
 
 
 
 
  

徳島大学創立７０周年記念講演会 
 

会場の様子 

 

挨拶する野地学長 

 

講演する西良浩一教授 

 

講演する野口健氏 

 



29 
 

 
 
 徳島大学創立70周年記念事業では、各部局において、講演会等に創立70周年記念事業の
冠を伏して開催いただくことにより、本学の創立70周年記念事業を盛り上げるとともに、
地域の皆様方にも広くPRいただきました。 
 

日 時 名 称 実 施 部 局 

2019年 
1月 22日 

四国発信！ダイバーシティ研究環境調和推進 
プロジェクトキックオフシンポジウム 2018 

AWAサポートセン
ター 

 
2月 3日 

第 258回徳島医学会学術集会市民公開シンポジ
ウム 医学部 

2月 15日 公開シンポジウム「観光まちづくりのための地域
人材育成」 総合科学部 

3月 3日 市民公開講座「徳島大学病院フォーラム 2019
春」 病院 

3月 5日 第 15回徳島大学国際展開推進シンポジウム 
「母国で振り返る私の徳島大学留学生時代」 国際センター 

5月 25日 Women's Career Speech Contest AWAサポートセン
ター 

6月 9日 第 48回徳島大学薬学部卒後教育公開講座 薬学部 

7月 7日 
人と地域共創センター設立記念 
とくしま健康寿命からだカレッジ開設フォーラム 
「本気で延ばそう！楽しく延ばそう！健康寿命」 

人と地域共創セン
ター 

8月 4日 第 259回徳島医学会学術集会 医学部 

11月 2日 講演会「新幹線で四国を変えよう！」 徳島経済同友会、 
理工学部、工業会 

11月 9～ 
11月 10日 イノベーション教育学会第 7回年次大会 高等教育研究セン

ター 

11月 9～ 
11月 10日 令和元年度「人体解剖標本の展示」 

歯学部 
大学院医歯薬学研
究部 

 

  

徳島大学創立７０周年記念講演会 
 

「徳島大学創立 70周年記念事業」の文言をいれたチラシ 
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 記念美術展は、２０１９年４月から１１月の間、徳島大学日亜会館１階のガレリア新蔵に
おいて、開催しました。 
 本学の総合科学部の芸術系教員や卒業生及び在学生により、内容を入れ替えながら１２
の展覧会を開催し、８ヶ月間延べ６７９名の方にご来場いただきました。 
 

展覧会名 展示期間 

平木美鶴 展－ colors box － 
（絵画・版画） 4/4(木) ～ 4/14(日) 

埴渕祐子 油彩画展－絵になる飲みもの－ 
（絵画） 4/16(火) ～ 4/28(日) 

木村大志 展－ケモノに託したかたち－ 
（彫刻） 5/2(木) ～ 5/15(水) 

安藝真祐子 絵画展－はる なつ あき ふゆ－ 
（絵画） 5/19(日) ～ 5/30(木) 

河原崎貴光 展 
（現代美術） 6/18(火) ～ 6/30(日) 

デザイン表現研究室学生・卒業生グループ展 7/2(火) ～ 7/20(土) 

佐原 理 展 
（映像・現代美術） 8/1(木) ～ 8/12(月・祝) 

aio展 
（イラスト） 8/31(土) ～ 9/16(月・祝) 

横断領域表現研究室学生グループ展 9/18(水) ～ 9/29(日) 

絵画表現研究室卒業生グループ展 10/5(土) ～10/14(月・祝) 

絵画表現研究室学生グループ展 10/17(木) ～ 10/27(日) 

徳島大学総合美術展 
（これまでの出品者及び関係者） 11/1(金) ～ 11/24(日) 

 

  

徳島大学創立７０周年記念美術展 
 

平木美鶴 展 － colors box － 
「観天望気」 

佐原 理 展 
「成層圏でつくる干物は４倍うまい」 

絵画表現研究室 
卒業生グループ展 
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 令和元年11月2日（土）、徳島大学創立７０周年記念ホームカミングデーを開催しました。
事務局主催のオープニングセレモニー及び記念講演会は、徳島大学蔵本キャンパス長井記
念ホールで開催し、約100名の方にご参加いただきました。 
 オープニングセレモニーでは、初めに本学交響楽団による演奏があり、野地学長から開会
の挨拶を行いました。本学役員・部局長、各同窓会の代表者の紹介に続いて、常三島地区の
同窓会を代表して渭水会の濱尾会長から、蔵本地区の同窓会を代表して栄友会の津田会長
から、それぞれご挨拶いただきました。 
 その後の記念講演会では、野地学長から「徳島大学の明るい未来像」と題して、学長の専
門分野である生物の進化やゲノム編集の話題をまじえて、ご講演いただきました。 
 徳島大学にある各学部や学科を中心とした７つの同窓会が同じ日にホームカミングデー
を開催するのは初めての試みでしたが、各同窓会のイベントともに盛会となりました。  

徳島大学創立７０周年記念ホームカミングデー 
 

会場 徳島大学交響楽団による演奏 

 

渭水会・濱尾会長挨拶 

 

栄友会・津田会長挨拶 

 

野地学長による講演 

 

物販コーナー（長井記念ホール ロビー） 

 



32 
 

 
 徳島大学創立70周年記念事業の一環で、国立大学初となる地域経済と大学をつなぐ月刊
誌「企業と大学」を平成30年11月2日に創刊しました。 
 徳島県内の産学連携を推進するとともに、大学生の地元就職率を高める契機となること
を目指し、県内企業の魅力を伝えるとともに、大学の取り組みを紹介しています。 

掲載号 特集企業 特集 

2018年 
11月号(創刊号) 日亜化学工業株式会社 徳島から世界へ、NICHIAの挑戦 

12月号(第 2号) 株式会社阿波銀行 今に生き、未来へつなぐ藍商人の経営
哲学 

2019年 
1月号(第 3号) 株式会社ＮＴＴぷらら 「ひかり TV」で躍進、4Kコンテンツ

ぞくぞく 

2月号(第 4号) 阿波製紙株式会社 「紙」を超える!阿波製紙 102年の挑戦 

3月号(第 5号) 株式会社メディアドゥホ
ールディングス 

徳島が生んだ電子書籍業界トップ メデ
ィアドゥグループの戦略 

4月号(第 6号) 四国化工機株式会社 ニッチ市場を創出し、世界の食文化を
変える四国化工機グループ 

5月号(第 7号) 富田製薬株式会社 あくなき探求心で医薬品の研究開発、
富田製薬の 126年 

6月号(第 8号) 四国電力株式会社 地域の暮らしを支えるマルチユーティ
リティー企業よんでんグループ 

7月号(第 9号) 株式会社徳島銀行 環境変化に対応し地域とともに成長す
る徳島銀行 

8月号(第 10号) 大塚ホールディングス 
株式会社 

世界の人々の健康に貢献 革新的な製品
を創造する 大塚グループ 

9月号(第 11号) Arithmer株式会社 東大数理発の Arithmer社は高度数学
を応用して未知の AI・IT技術を創造 

10月号(第 12号) 株式会社 GF 人と地球に優しい自然エネルギー発電  
株式会社 GF 

11月号(第 13号) 三木産業株式会社 阿波藍から創業し世界的な化学品専門
商社へ発展 

12月号(第 14号) 株式会社スタン 石炭販売に始まり、2018年に創業
100周年を迎えた STANグループ 

2020年 
1月号(第 15号) シケングループ 歯科医療の発展と人々の健康に貢献、

共に成長するシケングループ 

2月号(第 16号) 一般社団法人徳島新聞社 徳島の情報・文化を発信「県民と共に
行く」 

3月号(第 17号) 化研テクノ株式会社 四国全域・岡山をフィールドに、最先
端の試薬や分析機器で地域に貢献 

   

月刊「企業と大学」 
 

2018年 11月号(創刊号） 

■発行概要 
雑誌名：  月刊「企業と大学」 
発行：   毎月 2日発行 
概要：   A4判無線綴じ 本文 64ページ オールカラー 
定価：   本体 500円+税 
発行部数： 10,000部 
発行：   国立大学法人徳島大学 
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＜ホームカミングデーちらし＞ 
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渭水会では、去る 11月 2日、常三島けやきホールにて、初の「ホームカミングデー」を

開催いたしましたところ、大勢のご参加・ご来場をいただき、盛会に終えることができまし

た。誠にありがとうございました。 

ホームカミングデーでは、総合科学部社会総合科学科地域創生コースの桑原恵教授、佐原

理准教授、塚本章宏准教授のご協力をいただき、「総合科学部キャンパスデジタルアーカイ

ブ」と銘打った展示を行いました。師範学校時代から学芸学部、教育学部、総合科学部と 140

年余に渡るキャンパスの変遷を振り返る貴重な古写真を展示。オープニングセレモニーで

は、渭水会ゆかりの音楽家で特別編成された弦楽四重奏団「ISUI カルテット」の演奏や、

佐原理准教授制作の記念動画「STORIES —古写真で振り返る総合科学部-」の上映も行わ

れました。また、「懐かしい生協で同窓会を！」という「同窓会 in学食」にも、昼の部・夜

の部合わせて 100 名近くのご参加をいただきました。会場のあちこちで咲いた笑顔、つき

ない思い出話……青春時代にもどった気分で、楽しいひとときを過ごしていただきました。 
 
  

【ISUIカルテットによる記念演奏】 

【「同窓会 in学食」のもよう】 【写真にまつわるエピソード、情報の聞
き取り調査も行われました】 

各学部・同窓会の創立７０周年記念イベント 

渭水会（総合科学部同窓会） 
 



35 
 

 
 

11月 2日に、徳島大学 70周年記念事業の一環としての青藍会講演会を開催しました。

例年の蔵本祭では医学部医学科との共催でしたが、今回は保健学科の同窓会である睦眉会

も共催でした。講師には名古屋医療センター院長・本年度日本内科学会会頭の長谷川好規

先生（26期）をお招きいたしました。テーマは「徳島大学での学びと現在の私～呼吸器病

研究へのいざない～」で座長は呼吸器・膠原病内科学教授の西岡安彦先生（34期）が務め

られました。ご自分の歴史を交えられながらの和やかなご講演で、呼吸器疾患理解の整理

と人の繋がりの大切さが頭と心に残りました。同期の先生たちからのユーモアたっぷりの

質問などあり、これぞ本来の同窓会のあるべき姿と認識を改めて深く感じました。 

11月 2日にはホームカミングデーに合わせていくつかのクラス同窓会（同期会）が開

かれましたが、突出していたのが「アラかん同窓会」です。還暦相当の前後 6学年（26

期から 31期まで）の合同の会で、長谷川好規先生も参加され青春に戻られていたようで

す。このような縦のつながりの連携プレーで青藍会は盛り上がっていくことが期待されま

す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

青藍会（医学部医学科同窓会） 

青藍会・医学科講演会 
徳島大学創立 70周年記念事業ホームカミングデー 
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栄友会は、11月 2日（土）徳島大学 創立 70周年記念事業のホームカミングデーのイ

ベントとして、講演会、栄養展（蔵本祭合同企画）、研究室見学ツアーを行いました。 

講演会では、中村丁次先生（栄養学科５期生・神奈川県立保健福祉大学学長・日本栄養士

会会長）をお招きし、「持続可能な社会の実現のために栄養が果たす役割」のご講演をいた

だきました。日本の栄養学の歴史を学び、中村先生をはじめ諸先輩方のご苦労・ご尽力の上

に、今日の管理栄養士制度・栄養学の発展があるのだと、感謝と尊敬の念でいっぱいになる

とともに、私達も頑張らなくてはと背中を押していただきました。「Japan Nutrition を世

界へ」という中村先生のお言葉が印象的でした。 

講演会前日の夜には「中村先生を囲む会」が開催されました。かつての栄養学科の機関誌

である「馬奮志」の話題もあがり、昔話に花が咲きました。 

ご出席・ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。  

 

 

  

栄友会（医学部栄養学科・医科栄養学科同窓会） 

徳島大学創立 70周年記念祝賀会で阿波踊りを披露する栄養学連 
 

栄友会講演会 
徳島大学創立 70周年記念事業ホームカミングデー 
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11月 2日（土）、徳島大学主催のオープニングセレモニー・記念講演会が、蔵本キャンパ

ス内の長井記念ホールで開催されました。午後からは、各同窓会において、特徴を生かした

プログラムが開催されました。 

睦眉会では、学内と病院のキャンパスツアーと講演会を行ないました。キャンパスツアー

では、保健学科看護学専攻・放射線技術科学専攻・検査技術科学専攻の教員が卒業生のガイ

ドとなり、最新設備の整った校舎や病院を案内致しました。卒業生は、自分達の学生時代を

思い出しながらわいわいと交流を深められ、楽しいツアーとなりました。また、同日は、創

立 70周年記念大学祭も開催されており、蔵本キャンパスには多くの学生で賑わっていまし

た。 

15 時 30 分からは、青藍会・睦眉会・医学科共催による学術講演会が藤井節朗記念ホー

ルにて開催されました。講師に本学の医学科卒業生である、名古屋医療センター院長の長谷

川好規先生をお迎えし、「徳島大学での学びと現在の私～呼吸器病研究へのいざない～」を

テーマに、臨床研究の成果や最新の治療法をご講演いただきました。参加者からは同窓会な

らではの質問も多くあり、有意義で楽しい時間となり、講演会は大盛況にて終了致しました。 

今後の睦眉会会員の皆様のご活躍とご健康を願い、10 年後、徳島大学 80 周年にてキャ

ンパスでお会い出来る事を楽しみにしております。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

睦眉会（医学部保健学科同窓会） 

徳島大学創立 70周年記念事業 ホームカミングデーにおける 
睦眉会主催キャンパスツアーの様子 
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 令和元年１１月２日（土）、徳島大学歯学部同窓会（蔵歯会）では、徳島大学創立７０周

年記念事業ホームカミングデーにおいて、日本歯科医師会が制作した映画『笑顔の向こうに』

の上映イベントを開催しました。 

 映画『笑顔の向こうに』は、歯科医療の現場をテーマに、若者たちの成長を描いた作品で、

厚生労働省の推薦を得るとともに、モナコ国際映画祭にて最優秀作品賞にあたる「エンジェ

ル・ピース・アワード」を受賞した青春映画です。 

 上映会には、同窓生のみならず、学生のみなさんにも多数ご参加いただき、盛会のうち

に無事終了することができました。 ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた関係各位

に心より御礼申し上げます。  

蔵歯会（歯学部同窓会） 

蔵歯会ホームカミングデー 
上映会ちらし 
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会員各位から温かいご支援を頂きました徳島大学創立 70 周年記念事業ですが、11 月 2

日ホームカミングデー：長井記念ホールにてオープニングセレモニー、野地学長による記念

講演の後、学生さんのご案内で薬学棟内を見学しました。同時開催の「くすりと健康フェア

（徳島薬剤師会や製薬協等併催）」には、多くのご家族連れが訪れ、白衣を着たお子様達が

楽しげに薬局体験をされていました。第 35回蔵本祭も開かれており、ステージ演奏や模擬

店を楽しみ、学生時代を懐かしみました。 

なお、2022年に薬学部は創立 100周年を迎えます。 

今後とも母校の発展のために、会員各位の温かいご指導ご支援をお願い申し上げます。 
 

 

 
 
 
 
 

  

薬友会（薬学部同窓会） 

11月 2日（土） 
ホームカミングデー＠薬学部棟 

くすりと健康フェア 会場の様子 
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徳島大学創立 70周年を記念事業の一環として徳島大学各学部の同窓会（7同窓会）合

同でホームカミングデイを 11月 2日（土）に行いました。まず，蔵本キャンパスでオー

プニングセレモニー＆記念講演会を大学本部主催で執り行った後，引き続き，常三島キャ

ンパスで第 14回工業会ホームカミングデイが開催されました。 

まず，長宗秀明庶務担当理事の進行で開会し，昼食と懇談の後，橋爪正樹名誉会長（理

工学部長），横井川久己男名誉副会長（生物資源産業学部長），大坪潤一郎工業会理事長

から，開催にあたっての挨拶を頂戴しました。 

引き続き，恒例の工業会館前での集合写真撮影後，ポスト LEDフォトニクス研究所を訪

問し，4班に分かれて，安井武史所長，水野孝彦特任助教，鈴木昭浩特任研究員，長谷栄

治特任研究員から研究所の概要と施設設備の紹介を受けた後，事前申し込みしていただい

た各コースに分かれて，研究室，実験装置等の見学を行いました。 

最後に石原俊輔先生（四国経済連合会 特任理事）から共通講義棟 K206室において，

「新幹線で四国を変えよう！」と題した講演会が開催され，四国に新幹線は当然整備され

るべき公共施設であること，四国地域創生・活性化には新幹線は必要条件ではあるが十分

条件ではなく，市民の協働を育む仕組みが必要であること等分かりやすい説明がなされ，

活発な質疑討論が予定時間を超えて行われました。 

大学祭期間中の，さらには，本年 2回目の開催となったホームカミングデイでしたが，

遠路，奈良や和歌山からのご参加や，5月と今回，2度ともご参加いただく等 60名を超え

てご参集いただき，大変有意義なホームカミングデイを開催することができました。記し

て感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工業会（工学部・理工学部・生物資源産業学部同窓会） 

11月 2日（土） 
第 14回工業会ホームカミングデイ 

徳島大学 70周年記念講演会：石原講師 
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