クラブ・サークル活動の紹介

フライングディスク部

運動や趣味を通じて
新しい仲間や先生と楽しく交流しています。

FM-Tottori.com

HP アドレス http://www.fmtottori.com/
まずフライングディスクとはフリスビーを使って行う競技全
般のことを言います。 具体的には DDC、 ドッジビー、 フリー
スタイル、 ディスクターゲットなど様々な種類があります。
その中でも、 私たちは 『アルティメット』 という競技をメ
インに部活を行っています。 説明は難しいのですが、 この
『アルティメット』 という競技はサッカーとバスケをたして
2 で割ったようなもので、 得点のとり方はアメフトに似てい
ます。 このスポーツはほとんどが大学から始めた人ばかりで
気軽に楽しむことができます。 現在部員は 14 名おり男女混
合で 「unlimitez」 という名前で１つのチームを作っていま
す。 私たちは中国地方の大会をメインに出場しており、 非
公式ではありますが、 以前行われた広島での交流戦では中四
国で 4 位の成績を収めました。 私たち 「unlimitez」 はそ

私たち FM-Tottori.com/ 学生番組制作プロジェクトは、 鳥取大
学の学生と合同で活動を行っており、 現在、 鳥取環境大学 10 名、
鳥取大学 8 名でインターネットラジオを制作、 発信しているサ
ークルです。
この活動では、 ラジオで喋ることや原稿を書くことなどを含め、
番組作りの難しさ、 楽しさなどが学べ、 こうした活動を通じて、
自信やコミュニケーション能力がつくという利点があります。
番組制作での取材では、 社会人の方々だけでなく、 芸能人や
アーティストの方々と会うことができます。 安田大サーカスさ
んにお会いした時は、 緊張してマイクを持つ手が震えました！
（他、 パックンマックンさん、 住田弁護士、 川嶋あいさん…
取材済） 私達はこのような取材を通して学んだことを、 リス
ナーの方々に伝えていこう！と考えています。 そして、 この

平成18年度課外活動等成績
表

彰

平成 18 年度献血功労者に対する日本赤十字
社鳥取県支部 ［団体］ 支店長感謝状受賞
／鳥取環境大学 〈鳥取地区管内では、 他
（株）吉備総合電設、 本学、 リコーソフ
トウェア （株）鳥取開発センターの 3 団
体、 県内では 11 団体が受賞〉

主なクラブ活動成績
吟詠剣詩舞部／●第 51 回神心流 吟と舞
全国コンクール （H18.9.10） 初級剣舞
の部 ［個人］ 第 3 位／久保仁美 （環境
政策学科 2 年）
弓道部／●第 12 回中四国学生弓道新人戦
（Ｈ 18.3.3 〜 4） ［個人］ 女子個人 第
4 位／小早川貴子 （環境政策学科 2 年）
〈中国 ・ 四国地区の新人と 2 年目の選手
で競われる大会。 男女計 420 人参加〉
●第 20 回名和公顕彰弓道大会 （Ｈ
18.4.29） ［個人］ 男子個人戦 優勝／
林尚希 （環境デザイン学科 2 年） ・ 女子

個人戦 第 3 位／小早川貴子 ［団体］ 女
子団体戦 優勝／メンバー ： 遠藤真希 （環
境政策学科 3 年）、 坂田弘子 （環境政策
学科 3 年） 土井綾子 （環境政策学科 3 年）
〈鳥取県大山町の名和神社で行われる大会。
一般の部は男子 10 団体、 女子 4 団体、
計 42 人参加〉
●第 39 回中国学生弓道競技大会 （Ｈ
18.4.22 〜 23） ［団体］ 女子団体戦 第
3 位 （女子 32 団体中） ／メンバー ： 小
早川貴子 ・ 土井綾子 ・ 石橋遼 （環境政
策学科 4 年） 〈中四国学生弓道連盟主催、
中国地区の大学生で競われる大会。 男子
27 団体、 女子 32 団体、 計 341 人参加〉
●第 50 回西日本学生弓道選手権大会 （平
成 18.5.20 〜 21） ［個人］ 女子個人戦
第 2 位／小早川貴子 〈中四国学生弓道
連盟 ・ 九州学生弓道連盟主催大会、 中四
国 ・ 九州地区の学生で競われる大会。 男
子 59 団体、 女子 66 団体、 計 760 人参加〉
山部 （スキー・スノーボード） ／●第 3 回木
島平 （長野県） 西日本スキー選手権 （Ｈ
18.3.15 〜 19） ［個人］ 男子スキースラ

ローム競技の部 第 1 位／川崎計哉 （情
報システム学科 3 年） ・ 男子スキージャ
イアントスラローム競技の部 第 1 位／川
崎計哉 （両種目 2 連覇） 〈木島平スキー
クラブ ･ SAJ 公認木島平スキー学校主催、
西日本 NO.1 を決める大会、 高校から西
日本にいる大学生限定、 参加者 1,000 名、
11 位までが入賞〉
バスケットボール部 （女子） ／●第 61 回国
民体育大会中国ブロック大会 （H18.8.11
〜 13、 場所 ： 岡山県岡山市） 成年女子
バスケットボール競技の部／鹿児島由美
（環境政策学科 4 年）
書道部／●第 54 回独立書道展 （H18.1.11
〜 17） ヤング賞入選／城間美乃 （環境
デザイン学科 3 年） 「沙」 を出品、 東
京都美術館にて展示
●第 55 回独立書道展 （H19.1.10 〜 17）
ヤング賞入選／城間美乃 「聞」 を出品、
東京都美術館にて展示
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