環境システム学部3学科体制のスタート
理事長
新年明けましておめでとうござい
ます。
昨年は全国的に、猛暑、台風、地震
とかつてない自然災害が相次ぎ、各
地に大きな被害をもたらしましたが、
皆さまにはいかがお過ごしでしょう
か。被害に遭われた皆さま、ご家族
の方々に心よりお見舞い申しあげ、
一日も早い復旧をお祈り致します。

「競争」と「評価」の時代
学園は７０年という節目の年を過
ぎ、その歴史や教育内容、教育理念
を基に整備されてきた広大なキャン
パス等、全国的にも類のない教育機
関として大きな発展を遂げ、学生生
徒が学び、社会的貢献への志向性を
身につける上で、優れた教育環境と
いえます。北海道あるいはキャンパ
スの美しい自然と、教育理念の主柱
である三愛精神、健土健民、実学教
育は、時代を超えた今日こそ重要な
意味を持っています。
一方で、いま教育を取り巻く問題
が論議され、国全体の構造改革、規
制緩和の嵐の中、国公立私立を問わ
ず教育改革がますます迫られていま
す。特に私学が直面する状況は一層
厳しく、｢競争｣と｢評価｣の時代に入
り、私学には確固たる経営基盤と、次
の世代の人材育成と人間形成に大き
な役割を果たすことが求められ、本
学も数々の課題を課せられた新しい
教育への大きな改革が迫られていま
す｡最も大切なのは、創立者の建学
の精神に基づき、特色ある教育機関
として時代や社会の厳しい評価に耐
え、その期待とニーズに十分応えら
れる教育研究の内容と質を維持でき
るのか、教育の中身が問われる時代

になったことです。この大競争時代
に、建学の理念を単なるスローガン
としないためにも、恵まれた環境や
伝統に頼って入学者を獲得するだけ
の学園であってはなりません。

環境システム学部3学科体制へ
学園はこのような中で、教育を取
り巻く経営環境の厳しさ、時代や社
会の変化に伴う本学に寄せる期待へ
の高まりを深く認識し、現在教育財
務中期計画を進め、教育組織の再編
や制度改革に取り組み、一層教育の
質的向上に鋭意努力しています。そ
の第一段階として、大学では ０５年４
月に向けて環境システム学部を改組
し、新たな２学科を設置。本学の特
色をさらに発揮し、教育理念をいか
に現代に生かすかを考えつつ、専門
教育を推進しようとしています。
環境システム学部は設置以来、人
文・社会科学と自然科学学際領域の
総合的環境科学の確立と人材育成を
目指し、教育研究を推進してきまし
たが、現行２学科体制では自然科学
領域の比重が少なく、環境問題への
具体的アプローチが不十分なため、
学部全体としてバランスのとれた総
合的環境科学の確立と人材育成を目
指し、
［生命環境］
［地域環境］
［環境マ
ネジメント］３学科体制に再編しま
した。生命環境学科は新たな自然科
学系学科となり、自然科学的手法で
自然や生態系の環境問題解明を軸
に、生命や自然の健全な体系創出と、
これに役立つ有為な人材育成を目指
します。環境マネジメント学科は経営
学系として、学科名称と内容を改め、
新しい時代の産業や企業活動をマネ
ジメントする能力を育て、環境に配慮

平尾 和義
した産業、企業のあり方を追求し、エ
コビジネスの進展を見据えながら、
産業社会の健全な体系を構築する有
為な人材育成を目指しています。
食、生命、環境を教育研究領域と
する大学では、この環境システム学
部の再編によって、酪農学部、獣医学
部、さらには短大部の教育研究の連
携と向上に相乗効果が期待され、高
校教育現場からも要望のある本学の
特色を生かした環境教育の充実強化
が一層図られることになります。
卒業後の進路も広がり、生命環境
学科では公害防止管理者や技術士
補、気象予報士、教職免許（理科）等
の資格が取得でき、環境省のパーク
レンジャーや林野庁の森林官、学芸
員、環境コンサルタント、建築土木企
業、気象予報会社等多岐にわたる進
路が予想され、環境マネジメント学
科では教職免許（公民・商業・社会）
、
社会主事、学芸員、食品衛生責任者
資格が取得され、環境配慮型、循環
型産業、ビジネス分野への進路が予
想されます。
また、広い視野で環境問題に取り
組む意欲ある学習姿勢を確保するた
め学部共通科目を配置。専門教育へ
の動機付けを図り、専門科目、フィー
ルド実習、実験、演習等教育課程にも
きめ細かい工夫がこらされています。
このように、学園は本学にして初め
て可能となる教育研究の開発によ
り、激変する環境に対応する努力を
続け、不断の自己検証を行ない、改
革への強靭 な意志をもって、受験生
や学生のニーズに応える教育を推進
しなければならないと考えています。
皆さまからのより一層のご指導と
ご鞭撻をお願い申しあげます。
きょうじん

べ ん た つ

第一線で活躍する4氏が来学 講演会・セミナーを開催
「現在のアフガニスタン情勢から
― 命の水 を確保せよ」
ペシャワール会現地代表

中村

哲氏

「自分の生き方と他者の生き方を
結びつけて生きるために」
茨城県牛久教会牧師

吉田

良行 氏

混乱が続く中東情
勢の現地からの声に
耳を傾けようと、ペ
シャワール会現地代
表の中村哲医師の特
別 講 演 会 が １０月１９
日､黒澤記念講堂において学校礼拝
の一環で行なわれました。
中村氏はペシャワールで医療活
動を続けており、講演では同会の活
動を紹介しながら、報道では伝えら
れない現地の厳しい状況を説明。
「困っている人のために何かしたい
と活動してきたが、本当に助けられ
たのは自分だったのではないか」と
２０年間の活動を振り返りました。

秋のキリスト教教育
強調週間特別礼拝が
１０月２６〜２８日、黒澤
記念講堂で開かれ、牛
久教会牧師の吉田良
行氏が講演しました。
アイメイト協会（前東京盲導犬協
会）常任理事でもある吉田氏は、全
盲となった現在も、最初の盲導犬飼
育奉仕者として、同協会設立者の塩
谷賢一氏を支えながら活動していま
す。その活動を通して自らが感じた
こととして「視野の広い自立した人
間になってほしい。そして他者を支
えられるようなすべを身につけて
ほしい」と優しく語りました。
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「あなたは世界を善くする力と使命を
持っている―現代世界の最前線で酪
農学園大学の学生に期待するもの」
犬養

道子 氏

「今日の消費者問題―食の安全
から食卓の安心へ―」

キリスト教特別講
演会が１１月５日、黒
澤記念講堂で開かれ、
犬養道子氏の講演に
学生等約３００人が参
加しました。
犬養氏はアフリカでの自らの体
験談を織り交ぜながら、アフリカ
をよくしようと人類が科学の力を
振るった結果、土に深刻な被害が
残ったことを述べ、「自然という無
限なものに対して自分たちの持て
る力がいかに小さいかを知ってほ
しい。この大学は神に任された大
地の管理者である」と学生たちに
呼びかけました。

日和佐 信子 氏
食品流通学科セミ
ナーが１１月１３日に行
なわれ、講師の雪印
乳業㈱社外取締役の
日和佐信子氏が「食
品の安全」をテーマ
に講演しました。
日和佐氏は全国消費者団体連絡
協議会事務局長等を経て、２００１年
に同社の社外取締役に就任。講演
では、食品安全基本法の内容など
を紹介し、食に関するあらゆるリ
スク情報の開示が重要であるとし
ながらも、それらを確かな情報と
するための消費者の冷静な判断も
必要であると訴えました。
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作 家

雪印乳業㈱社外取締役

産業教育功労者大臣表彰
学園関係者3名が受賞
文部科学省は産業教育１２０年を記
念して、産業教育に長く従事し、そ
の発展に寄与した方々を産業教育功
労者として文部科学大臣表彰し、酪
農学園関係者から３名が受賞。１１月
２５日に東京都で開かれた１２０年記
念式典の席上で表彰されました。
受賞したのは、教職センターの長
谷川豊教授、元農業経済学科教授の
角田順三氏、元酪農学園理事の床鍋
繁則氏の３名です。

クリスマス礼拝が
行なわれる
昨年１２月、待降節を迎え、学園内
でクリスマス礼拝が行なわれました。
１０日には、北光寮・創世寮・カナ
ン寮の３寮合同クリスマス礼拝が
開かれ、キャンドル点火や聖歌隊
の合唱などが催されました。
１４〜１６日に開かれた学校礼拝で
は、とわの森三愛高等学校ハンド
ベルクワイアの生徒が演奏し、そ
のきれいな音色に参加した学生ら
は静かに耳を傾けていました。
そして２４日には教職員によるク
リスマス礼拝・祝会が、永年勤続者
表彰式とあわせて行なわれました。
あいさつに立った平尾和義理事長
は、表彰者をはじめ全教職員に対し
て感謝の意を述べ「経営環境が厳
しく、前進するには多くの課題が
あるが、良い教育の実践、それに
伴う人材育成のため、一致協力し共
通意識を持って改革していく必要
がある」と呼びかけました。

「実践酪農学コース」
来年度から酪農家で１年研修
建学の精神を徹底し、酪農後継者
を育成しようと、今年度より酪農学
科に「実践酪農学コース」が新設さ
れました。今年度中は主に学内での
講義で畜産生産に関する知識を学
び、いよいよ来年度からは計１年間
の実地研修を開始します。１年以上
におよぶ長期間の研修を行なうの
は、全国的にも珍しいことです。
対象は、後期の授業「実践酪農学
演習」を選択している１年目の学生
２２人のうち、希望する約１０名。０５
年４月からの半年と ０６年９月から
の半年の計１年間、浜中町と鹿追町
の酪農家に一人ずつ派遣し、実際の
酪農の現場を体験させます｡研修中
は、毎日リポートを作成し、電子メ
ールでやりとりして遠隔授業を行
ないます。
学生が「実学」を体験し、そして高
い知識と技術を身につけた即戦力
となることが期待されます。

江別農業づくり交流会開催
江別農業づくり交流会が１１月６
日、本学の教員７名および学生６名、
江別市の農家有志２９名、江別市役
所から７名、さらに草野作工㈱の３
名が参加して開催されました。
酪農学園が江別に設立されて７０
年以上経過したのを機会に、江別の
ために役立ちたいと、学園内に１４
名の教員からなる「江別農業を支援
する会」が昨年３月に発足。その後、
江別市議会春日基議員（短酪Ⅱ・昭
４８卒）と市の農業振興課の協力を得
て、第１回目の会合となりました。
当日は、江別の農業づくりのヒン

トを広い視野からみるために、草野
河畔林トラスト財団の「しのつ河畔
林」、ガラス工芸作家の米原真司さ
んの工房での実演、八幡地区にある
農産加工場「手作りの里」を見学し、
これからの農業にはグランドデザイ
ンが必要であると実感しました。
その後の農家との交流会では、早
い時期に具体的なアクションを行な
うことを合意しました。

会を行ないました。
地震発生直後、ボランティアに参
加しようと自主的に集った学生２２名
が現地に赴き、家屋の片付けや物資
の配給などの活動に従事しました。
報告会は１２人の学生有志によっ
て開かれ、現地の状況を写真やビデ
オを使って紹介し、ボランティアの
あり方や復旧作業の改善点など、
９人が各々の視点で報告しました。
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新潟県中越地震
ボランティア報告会を実施
１０月２３日に発生した新潟県中越
地震の災害ボランティアに参加した
学生が１１月３日、学生ホールで報告
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今回の新潟県中越地震では、学生たちによ
って義援金の呼びかけも行なわれました。
●キリスト教ＮＧＯ論ゼミ
104,389 円を日本赤十字社新潟県支部に寄付

●学生ボランティア関係者
11,003 円を新潟県災害対策本部に寄付

2004年度課外活動表彰（第１回）
団体男子 ３部優勝（２部昇格）
団体女子 ３部優勝
第２位
第５１回 北海道地区大学体育大会
第 ６ 回 北海道地区大学セブンズラグビーフットボール大会 １部優勝
団体第２位
第５１回 北海道地区大学体育大会
男子 ３部Ａブロック優勝（２部昇格）
第４６回 北海道学生バドミントン秋季リーグ戦大会
男子 総合優勝
第５１回 北海道地区大学体育大会
池田 真也
第３５回 北海道学生大会
自由単独演武 男子初段の部第２位
北川 進一・且見
暁
自由組演武 男子弐段以上の部第２位
石田 博昭・菅谷 靖久
第２５回 少林寺拳法北海道大会兼全国大会北海道予選会
一般初段の部第１位
１部第２位
第１１回 春季リーグ戦大会
１部第３位
第１１回 秋季リーグ戦大会
伊藤 涼太 第２位
第２８回 北海道学生アーチェリー秋季インドア大会
久保 宏行 第２位
第３３回 男子王座決定戦
団体男子 優勝
第５１回 北海道地区大学体育大会
熊坂 亜祐希 第２位
第５１回 全道学生弓道選手権大会
三岡 広太 第２位
第３１回 全国学生岩岳スキー大会
第３位
第５１回 北海道地区大学体育大会
岡田 はるか 第２位
平成１６年度 秋季全道学生卓球選手権大会
岡田 はるか 第２位
第７４回 全日本大学対抗卓球大会北海道予選
北海道代表選手
第５９回 国民体育大会秋季大会 馬術競技
北海道代表選手
第５９回 国民体育大会秋季大会 馬術競技
北海道代表選手
第５９回 国民体育大会秋季大会 ホッケー競技

ソ フト テ ニ ス 部 第３６回 北海道秋季全道学生ソフトテニス大会
男子バスケットボール部
ラ グ ビ ー 部
柔
道
部
バド ミ ント ン 部
陸 上 競 技 部
少 林 寺 拳 法 部

軟 式 野 球 部
ア ー チ ェリ ー 部
弓

道

部

基礎スキーサークル
女子バレーボール部
ＴａｂｌｅＴｅｎｎｉｓＣｌｕｂ
梁 川
川 畑
伊 藤

正 重
由 夏
愛

恒例になったコンサート
本校ＰＴＡ主催の「パイプオル
ガンとフルートの夕べ」が１２月９
日（木）に催されました。白い大地
にイルミネーションライトが点滅す
るアドベントにふさわしい音色が響

記念すべき20回目の欧州研修旅行
教諭

田村

敬子

酪農経営科の欧州研修旅行が、
１０
月２９日から１１月１２日までの２週間
にわたって実施されました。
今回の旅行は、デンマークでの酪
農研修２０周年を記念して、デンマー
クの農林漁業省を表敬訪問するこ
とになりました。また、北海道知事

普通科2年生修学旅行
教諭

龍

聡己

１０月２２日から２７日までの６日
間、「歴史に現在 を刻もう〜未来の
ために 私達のために 平和への基盤
作り〜」をテーマとして、普通科２
年生の修学旅行が行なわれました。
前半の奈良では、東大寺の大仏や
春日大社、薬師寺を巡り、また京都
では班ごとに自主研修コースを設
定し、金閣寺や清水寺、二条城など
を巡りました。日本の伝統や文化、
い

ま

きわたり、素晴らしいコンサートに
なりました。歴代の札幌コンサート
ホールの専属オルガニストを招いて
４年目の今年は、第７代の専属オ
ルガニストであるマテュー･マニ
ュゼスキー氏と有名なフルート
奏者である阿部博光氏のソロお
よびアンサンブル演奏で約３００
名の保護者・市民の方々の心を
とらえ、大いなる感動が起こり
ました。このようなコンサート
が開催できるのは、熱心なＰＴ
Ａ会員の教育に対する協力と、

各演奏家の情熱の結晶でしょう。と
わの森三愛高校のこのような取り
組みが伝統となっていくことが求め
られています。

の親書を届けるという役割も担い、
さらに、日本大使館を訪問するとい
う、今までにないプログラムが盛り
だくさんの旅行でした。出発前は、
その大役がしっかり果たせるか心配
しましたが、生徒たちは日本の大使
として役割をしっかり果たしてくれ
ました。それぞれの訪問先では、デ
ンマークの農業事情などについて
説明を受け、良い学びの時を持
つことができました。
４泊５日の酪農実習では、日
本との言葉や文化の違いに戸惑
いながらも、実習先の家族の温
かさに触れ、片言の英語とデン
マーク語、そして気持ちで自分
の意思を伝えながら立派に実習
を行ないました。

その後のローマ･パリの観光では
デンマークでの緊張もほぐれ、歴史
や文化遺産にびっくりしながら、日
本との違いを実感し、視野を広げま
した。
２週間の長旅でしたが、３年間
共に過ごした仲間との、一生忘れる
ことのできない、楽しい学びの時間
だったと思います。

歴史に触れ、それぞれに興味や関心
を満たすことができました。
後半の沖縄では、平和学習を中心
としたプログラムを実施しまし
た。沖縄キリスト教短期大学で
は礼拝を守り、沖縄戦を体験さ
れた金城重明先生のお話を伺い
ました。金城先生の語る戦争の
現実と悲惨さに、生徒たちも涙
を浮かべながら聞き入っていま
した。また、米軍嘉手納基地を
一望できる安保の丘、ひめゆり
の塔、旧海軍司令部壕なども見

学しました。日ごろ体験できないマ
リンスポーツも堪能し、有意義な修
学旅行となりました。

農林水産業を岩手県のリーディング産業に
岩手県農林水産部 農業振興課 総括課長 及川
傅弘
酪農学科

さん

１９６９（昭和４４）年卒業

岩手県盛岡市に岩手県庁の及川傅弘さんをお訪ねしました。
岩手県は、四国４県に匹敵する本州最大の県土地面積１５２万８千haを有し、地域ごとの条件や
立地特性を生かした多様な農林水産物を生産しており、２００３年度の統計では農家戸数は７２,０８０
戸、うち８７％を兼業農家が占めています。
及川さんは、岩手県の特徴を生かした農業経営によって農林水産業を岩手県のリーディング産
業として再構築するため、地方行政の立場から陣頭指揮を執る行政マンとして活躍しています。

Ｑ．国際化の中で岩手県農業の施策
をどう考えますか。
Ａ．国の施策と同様、外国と競争で
きるように、大規模農家を育てるこ
と、個別で対応できない場合は、地
域でまとまって法人化するなどを進
めていますが、岩手県の場合は、山
間部で大規模化できないなど国の施
策から漏れてしまうところをどうす
るかが大きな課題です。そこで、一人
ではなく地域で役割を分担して行な
う地域ぐるみ農業の提案と、担い手
の確保・育成、岩手の個性を発信提
案する取り組みとしてグリーン・ツー
リズムの推進などを考えています。
Ｑ．地域ぐるみ農業実現のためには、
苦労も多いと思いますが。
Ａ．そうですね。地域でまとまるた
めにはリーダーが必要です。そこで、
リーダー育成のために、岩手大学と
産学官連携で岩手県農業者トップス
クールを昨年から開催しています。
このスクールは、認定農業者とそれ
を志す人を対象に募集し、毎年６月
から１月まで月１回程度、経営戦略
などを学びます。昨年７０人、今年
は４９人が受講しています。

岩手県農業者トップスクール

Ｑ．グリーン・ツーリズムは都市に住
む人々からも注目されていますね。
Ａ．グリーン・ツーリズムは、農村
漁村地域で、自然、文化、人々との交
流を楽しむ滞在型余暇活動のこと
で、都市に住む人々に、体験を通して
農業にふれ、農業や農村の伝統食な
どの食文化を知ってもらうこと、農村
からの情報発信の機会でもあります。
窓口としていわてグリーン・ツー
リズムサポートセンターを開設し、
また、平成１２年には青森・秋田・岩
手の３県で、東北北３県グリーン・
ツーリズム推進協議会を設立し、共
同で活動を展開しています。

もう一つのふるさと探し

Ｑ．岩手農業活性化のための次のス
テップをどう考えますか。
Ａ．農業活性化のためには、担い手
が必要です。今は就職しない若者と、
働き手を必要としている農村のミス
マッチが起きています。これを解決
するためには、農業を魅力あるもの
にしなければなりません。そのため
に①もうかる産業にする。農産物を
ただ収穫して出荷するだけでなく、
生産からマーケティングまでの流れ
の中で、ブランド化など差別化を図
り付加価値をつけること。岩手の売

りは何か、の認定制度をつくること
が必要と考えて、現在プロジェクト
を進行中です。②誇りをもつこと。
種まきから収穫までやってみないと
農業の良さ、喜びはわかりません。
グリーン・ツーリズムなどを通して
食育を行ない、農業哲学を教育し、
理解すれば必ずや未来産業へとつな
がっていくと思います。
Ｑ．酪農学園大学で学んだことが、
考え方に影響を与えたことは？
Ａ．大いにあります。酪農学園大学
で学んだことは、私の考え方の基本
になっています。故田垣住雄教授か
ら教えられた草地農業、エネルギー
循環、つまり太陽エネルギーを受け、
光合成により草がエネルギーを固定
し、それを家畜が食べて乳と肉に変
え、排せつ物は土に戻して循環する。
それを繰り返す。建学の精神でもあ
る健土健民が原点で、古臭くても結
局そこに帰っていくのだと思います。
Ｑ．酪農学園に期待することは？
Ａ．実学教育、現場主義、実際に汗
して働く人の意見はとても大事なの
で、地に足をつけた考え方ができる
教育をこれからも期待しています。
Ｑ．同窓生・在校生へメッセージを。
Ａ．自分の得意分野を生かすために、
その周辺の事柄もぜひ勉強してくだ
さい。そのことによって信じる道が
開けると思います。不得意と思って
も挑戦する気持ちが大切です。

プロフィール
１９４６年７月２０日生まれ。５８歳。
家族：妻と２人の子供の４人暮らし。
週末は、実家で両親の農業を手伝う。
趣味：サッカー観戦。

同窓会事務局では、今年も卒業生と
学園との連携を強め、同窓生相互の交
流に努めたいと思っております。今年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。
酪農学園同窓会連合会事務局
◆◆
札幌支部同窓会
札幌支部総会が９月２５日、新札幌
アークシティホテルで２００４年度役
員・代議員が出席し開催されまし
た。高橋節郎同窓会連合会長と支部
長のあいさつ、報告事項、審議事項
は活発な意見交換がなされ、すべて
承認されました。総会終了後、懇親
会が開かれ、和やかな雰囲気で終了
しました。
◆◆ 機 農 高 校 9 期 同 窓 会 ◆◆
機農高校９期同期会が１０月１１、
１２
日に虻田郡洞爺湖温泉で開催されま
した。生涯教育講座では同期生の畑
中 秀氏が『食は香辛料にあり』とい
う演題で講演されました。講演は、
長い歴史の中で、その民族に愛され
親しまれてきた食材や調理法を重ん
じて、伝統と個性に満ちた昔ながら
のかけがえのない味の食習慣を守
り、心豊かに健康的に生きることに
力点を移してみよう……に始まり、
日本古来の食品についてお話され
ました。最後に酪農学園で学んだい
ろいろなことを思い出し、この講演
を参考にして、残りの人生を大いに
楽しもうではないか、お互いに元気
で、また会う日を楽しみにしよう、で
終わりました。
◆◆ 獣 医 学 科 26 期 同 窓 会 ◆◆
獣医学科２６期の１０周年同期会が
１０月２３、
２４日に行なわれました。初
日は黒澤記念講堂で山口博教授の司
式による記念礼拝を行ない『一粒の
麦は、地に落ちて死ななければ、一
粒のままである。だが死ねば多くの
実を結ぶ』の説教をしていただきま
した。新設された附属動物病院の門
戸に印された言葉であること、同期
の集いが今後も継続されることを再
◆◆

認識しました。中出哲也助教授の案
内で病院見学し、
１０年間の学内の概
況を説明いただき、最新設備、学内の
変ぼうに感嘆しました。懇親会場に
移動し、
１０年ぶりの再会を喜び合い、
懇親会は大いに盛り上がり、次回２７
期会では多くの先生方との再会を切
望しながら同期会を終了しました。

他界した級友に黙とうをささげた
後、家族や母校の現況、地域の様子
や農業の最前線の話題を語らいな
がら旧交を温めました。懇親のうた
げが盛り上がると一同で校歌を合
唱し会場を揺るがせました｡次回は
３年後、十勝で開催することを約し
て閉会しました。

◆◆ 獣 医 学 科 福 島 同 窓 会 ◆◆

◆◆ 旧三愛女子高校6期同窓会 ◆◆

１０月２３日、札幌市で開催されまし
た。会は永眠者に対する黙とうで始
まり、出席した川端順造先生、浦部
浩行先生、松田瑞子先生および同窓
生の近況報告をしていただき、在学
中の思い出や卒業後の話題等で有
意義なひとときを過ごしました。今
回欠席した人のことを想い、健康に
感謝し、再会を願い終了しました。
機農高校酪農経営科
◆◆
◆◆
第5期同期会
機農高校酪農経営科第５期（１９６７
年度入学）同期会が１０月３０、３１日に
札幌市ジャスマックプラザホテルで
開催されました。出席者は寮監とク
ラス担任の先生を交えて２４名。先に

獣医学科三愛福島支部同窓会が
１１月１３日に開催され、本学より永幡
肇教授が出席し『学園の概況、動向
について』の講座を行ない、その後
交流懇談会を行ないました。
◆◆ 育 種 学 埼 玉 同 窓 会 ◆◆
大学・短大作物育種学研究室「育
みの会」が１１月１３日、さいたま市で
開催されました。当日は土橋慶吉名
誉教授をはじめ、多くの卒業生が集
まり、久しぶりに土橋先生のお話を
聞いて学生時代を思い出し、和やか
な雰囲気で行なわれました。今回は
土橋先生の喜寿のお祝いと、卒業生
である岡本吉弘講師の学位取得の
報告もあわせて行なわれました。

お知らせとお願い

＊同窓会連合会のホームページを同窓会の活動にご活用ください。
ＨＰアドレス ｈｔｔｐ://www.ｒａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊ
ｐ/ｄｏｓｏｋａ
ｉ/ｉ
ｒ
ｉ
ｇｕｃｈ
ｉ.ｈｔｍ
＊同窓会・クラス会・その他の催事等の企画がありましたらご連絡ください。
＊住所変更された同窓生の方は下記のいずれかの方法で、同窓会事務局まで
ご連絡ください。
※同窓会名簿は酪農学園だよりの発送、学園からの各種連絡、同窓会開催に利用しています。
同窓会では、個人情報を慎重に取り扱っております。

ＴＥＬ：０１１−３８６−１１９６ ＦＡＸ：０１１−３８６−５９８７ Ｅ- ｍａ
ｉ
ｌ
：
ｒｇ-ｄｏｓｏｋ@ｒａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊ
ｐ
手紙・ハガキ：〒０６９−８５０１ 江別市文京台緑町５８２ 酪農学園同窓会連合会事務局

震災害義援金の呼びかけを行ない、
１,０１８,０００円を寄付致しました。
酪農育英会は１９５８年の設立より
４７年目を迎え、今年度は大学院、大
学、高校を合わせて３６名の学生生徒
に奨学金の貸与、私費留学生１０名に
奨学金の給付、団体・個人に研究奨
励金の交付などを行なっています。
ご存じのように、当会は経済的に
修学困難で向学心に燃える学生生徒
に学資の一部を貸与･給付し、社会
有用の人材を育成することを目的に
酪農学園創設者黒澤酉蔵先生と、そ
れに賛同された方々の私財（ご寄附）
をもって設立された財団法人です。
現在、育英奨学事業の運営を取り
巻く環境も一層厳しさを増し、限ら
れた予算の中で、より良い育英奨学
事業のあり方を学園、高校と相談し
ながら、次年度に向けて準備を進め
ています。
【新規募集について】

毎年４月に大学、短大、高校を通
じ奨学生の新規募集を行なっていま
す。新規に奨学金貸与を希望する学
生生徒は４月になりましたら、大
学・短大は学生課、高校は総務部長
を通じ、採用基準など確認の上、お
申し込みください。
【奨学金返還中の奨学生の皆さんへ】

住所、氏名などの変更および返還
期日、支払い方法などの相談があり
ましたら、お気軽に本会事務局まで
連絡、お問い合わせください。

◆◆

研修館に鳥類の
は く 製 を 展 示

◆◆

獣医学科の浅川満
彦助教授はこのほ
ど、多くの人に見て
もらおうと鳥類のは
く製を研修館に展示
しました。
展示したのは、外部から譲り受け
た本はく製や、
「野生動物学」
「博物館
学」の授業で学生と製作した仮はく
製など約３０点。このほかに館内の資
料室にも多数保管しており、希望者
にはそれらも含めて公開します。
浅川助教授は「街中や森で見るの
と、実際に手に取って見るのとでは
全く違う。間近で見て、触れてもら
い、羽の柔らかさや体のつくりなど
を知ってほしい」と話しています。
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｒａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊ
ｐ/ｎｅｗｓ/
２００４１０/ｎｅｗｓ２１.ｈｔｍｌ

●地震・台風被災地域の受験者・
入学者への特別措置
１．特別措置対象者の範囲
災害により、
●ご父母のいずれかが亡くなられた方
●ご父母のいずれかが負傷され、入院し、
長期加療が必要な方
●家計支持者の居住する家屋が全壊、また
は損壊により居住困難と認められる方
●農地、家畜等への被害を受け学費支弁が
著しく困難と認められる方
●その他、学費支弁が著しく困難と認め
られる方

２．特別措置
２００５年度入学試験の受験生に対して
●２００５年度入学試験の入学検定料を全額
免除する。なお、既に出願されている場
合には返還する。
●２００５年度入学試験合格者で入学手続き
時の入学金は全額免除する。

３．受付期限
●２００５年３月２８日
（月）消印有効

４．問い合わせ先
災害に対する酪農学園の対応
●義援金
学校法人酪農学園・酪農学園職

酪農学園大学入試部入試課
ＴＥＬ：０１１−３８８−４１３８
ＦＡＸ：０１１−３８６−１２２０

員組合では、学内で新潟県中越地
東京事務所移転のお知らせ
酪農学園の東京事務所が１２月２６日付けで下記に移転致しました。
〒１０５−０００３ 東京都港区西新橋１丁目１０−１ 正直屋ビル６階
ＴＥＬ：０３−３５０８−８９５１ ＦＡＸ：０３−３５０８−８９５３

東京事務所は、主に関東圏の受験生や企業などから入試・就職に関
する問い合わせが多数寄せられており、それらと本学をつなぐパイプ
役として重要な役割を担っています。

財団法人

酪農育英会事務局

〒０６９−８５０１
江別市文京台緑町５８２番地−１
ＴＥＬ：０１１−３８６−１２１１
（午前中のみ）

所長の須田利明さん（酪農学園後援会常務理事）は、
「学生の皆さんには北海道の
広大なキャンパスで学び、建学の精神をしっかり受け継いで卒業してほしい。同じく
卒業生の皆さんにも三愛精神で、幅広く活躍されることを期待している。また同窓
会活動にこの東京事務所を有意義に活用してもらいたい」
と話しています。

ＮＰＯ法人「ＪＲＣＭ産学金連携センター」が
昨年５月に実施した調査によると、本学のインタ
ーンシップ（就業体験）参加学生数が道内の大学
で最も多かったようです。
私も短大時代に「企業実習」を経験しました。実
習先は業務用食品卸の道内大手。そこで学んだこと
は非常に多く、社会に出て数年たった今でも、その

経験が役立っていると感じることがよくあります。
アルバイトでは得られない社会人としての心構えを
身につけ、精神的に成長でき、短期間ではありまし
たがかけがえのない財産になったと思います。
インターンシップを経験して社会に巣立った卒業
生はもちろん、これから経験する学生も、同じよう
な気持ちを持つのではないでしょうか。
（Ｏ）

