
⑯ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1）

　正しいと分かっていながら行動に移せず、正しくないと分かっていながら行動に移してしまうことはないでしょ
うか。間違ったことを行動に移してしまった結果、「あの時に正しいことを行動に移していれば…」と後悔してしまう
こともあります。
　聖書には、御言葉（正しい教え）を行動に移すことが大切だと書かれています。それは、時間をかけて準備して
きたことが無駄になったとしても、間違いが見つかった時には、悔い改めて正しい方向に向き直すことこそ、後悔
のない決断となることを聖書は私たちに教えています。
　新しい年の始めに、御言葉に照らされた方向がどこにあるのかをしっかり見つめなおしてみませんか？御言葉
の方向に行うことができたなら、2015年の年末を迎えた時に、多くの喜びが与えられたことに気付くはずです。
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2014年10月１日付け発令
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教育ｾﾝﾀｰ教務2課

次長 ( 財 務 担当 )事務局 加　福　幸　枝
管財課課長の兼務を解く

人の動き

　11月３日、本学において、今年度の名誉教授の称号授与式が
行われました。名誉教授に就任した以下の10名に千場信司学長
から称号が授与されました。

金田 隆一氏、小阪 進一氏、村岡 範男氏、加藤 清雄氏、泉澤 康晴氏、
市川 治氏、松中 照夫氏、森川 純氏、上田 純治氏、篠崎 志朗氏

誉教授称号授与式を実施名

　獣医学科同窓会が顕著な活動を行った同窓生を表彰する、第
９回「三愛賞」及び、第５回「特別三愛賞」の授賞式が10月10日、
本学学生ホールにおいて開催され、南繁獣医学科同窓会会長よ
り、第９回「三愛賞」を受賞した鶴林正貴氏（アグロジャパン学術
部部長、獣医学科1968年卒業・第１期）と、第５回「特別三愛賞」
を受賞した本学の川上善三名誉教授（獣医学科 獣医微生物学教
室1990年3月退任）に、賞状と盾が贈られました。

014年度第23回
ホームカミングデーを開催2

　今年度で第23回となったホームカミンデーが、９月13日に
開催されました。
　11時30分から本学で生産された食材などを使った野外バー
ベキューランチ、13時30分から黒澤記念講堂で記念礼拝と記
念講演が行われ、卒業生や教職員約150名が集まり、懐かしい恩
師や友人との交流を楽しみました。
　記念礼拝は、榮忍とわの森三愛高等学校校長の司式によって
行われ、榮校長が「何を知っているのかが問われる」をテーマに
奨励を行い、最後に、全員で酪農讃歌を合唱しました。
　記念講演は、本学の酪農学科４期生で、38年間に渡り農業高
校の教員を務め、現在は酪農とちぎ農業協同組合の技術顧問と
して活躍する齊藤達夫氏が、「牛飼い教員のあゆみ」と題して講
演を行いました。

酪農学園のお知らせ
Information



けいそう

理事長

麻田  信二

　年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを申し上げますとともに、今年も、皆様にとり

まして実り多き年となるよう心からお祈り申し上げます。

　酪農学園は、これまで、大学、短大、高校、通信教育などにより、15万人に及ぶ多

くの人材を社会に送り出し、我が国の発展に貢献してきましたが、人口減少時代に入

り、高齢化・過疎化の一層の進行により地方自治体が消滅し、我が国全体が衰退して

いくことが危惧されています。

　こうした状況の中、酪農学園としては、今後とも、有為な人材の育成という教育機

関としての重要な役割を果たしていかなければなりません。

　しかしながら、私学をめぐる環境は、少子化の進行により、ますます厳しい局面に

なることが明らかですが、私学が協力し合った護送船団方式では、少子化という猛烈

な逆風に対応することは不可能です。

　中国の古典に、「疾風に勁草を知る」という言葉があります。「勁草」とは、強い

草の事です。風の穏やかな日には、強い草も弱い草も区別がつかないが、疾風が吹く

と弱い草はなすすべもなくなぎ倒されるが、なぎ倒されないように頭を上げて立ち続

けようとするのが「勁草」です。

　私立学校を草花に例えれば、酪農学園は、どんな厳しい環境条件でも命をつないで

いく高山植物や雑草のごとく、酪農学園の持つ特徴を最大限に生かしたたゆまぬ改革

努力をしていく「勁草」にならなければなりません。

　今年４月には、改正学校教育法が施行され、また、2020年度入試を目標に、大学入

試センター試験に代わる制度の検討が進められています。

　酪農学園が、創立100年、150年と続いていくためには、今後数年が極めて重要な

期間になると考えています。

　このため、学園創立80周年を期に策定した創立100年に向けた「酪農学園のめざす

姿」とこれを実現するための「アクションプラン」に基づき、酪農学園の改革に着実

に取り組んでまいりますので、これまでご支援いただきました多くの関係の皆様、同

窓生の皆様には、今後とも引き続き、物心両面でのご支援を賜りますよう心からお願

い申し上げます。

尾和義元本学園理事長が
旭日中綬章を受章平

医学科
創立50周年記念事業を実施獣

学院に新たな専攻
2015年4月に開設大
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人口減少時代に
　　　応じた学園改革

　文部科学大臣に認可申請
をしていた本学大学院獣医
学研究科「獣医保健看護学専
攻（修士課程）」が2014年10
月31日に認可されました。
　新たな専攻は、創造的かつ
実践的な動物看護師となり
うる人材を養成するとともに、幅広く深い教養と専門知識・技
術、総合的な判断力をかん養し、健全で人間性豊かな生命観と社
会的使命感を持った人材を養成することを目的としています。
修業年限は2年。出願期間は２月４日～13日、入学試験は２月
26日・27日に行う予定です。

　1969年から本学園に勤務
し、1989年から1997年まで
本学学長を、1999年から
2007年まで本学園の理事長
を務めた平尾和義氏（81歳）
が、長年にわたる私学振興へ
の顕著な功績が認められ、
2014年秋の叙勲で旭日中綬
章を受章しました。
　11月10日に、国立劇場に
おいて、下村博文文部科学大臣から勲章が伝達され、その後、皇
居において勲章を着用して天皇陛下に拝謁しました。12月16日
には、ホテルガーデンパレス札幌で祝賀会が開催されました。

　獣医学科の創立50周年を記念して、10月17日に黒澤記念講
堂において記念講演会が開催され、学生、卒業生や教職員約600
名が出席し、加藤清雄名誉教授と米国オハイオ州立大学山口守
名誉教授の講演が行われました。
　加藤名誉教授は、「獣医学科50年を振り返る」と題して、獣医
学科が設置された経緯、講座数や教員数、施設の拡充の経過、教
員同士や学生との親睦・交流などを振り返り、「本学は獣医師が
関わる全ての分野をバランス良く網羅していることにおいて
は、全国一の教育をしていると思っています。これからも日本の
獣医学の発展に貢献していくことを期待します」と話しました。
　山口名誉教授は、「これからの獣医学：基礎および臨床獣医学
教育の使命と将来展望」と題して、オハイオ州立大学との学術交
流協定の締結に尽力した佐藤貢元理事長の功績や、同大学と本
学との交流の実績、日本の獣医学教育に求められることについ
て話しました。学生たちに向けて、「自分の内に秘めた能力を発
見し、伸ばしてくれるMentor（良き指導者）を、一人でも良いで
すからこの学校で見つけてください」と激励しました。
　続いて、記念祝賀会が札幌市内のホテルエミシアにおいて、職員、卒業生、関係者175名が参加し、盛大に開催されました。最後に、獣
医学類が次世代へ引き継ぐべき内容が明確になり、より一層努力、前進していくことを確認し、酪農讃歌の大合唱で祝賀会は終了しま
した。
　また、11月８日には東京記念講演会が、千代田区立日比谷図書文化館において獣医学科同窓会との共催で開催され、３名の獣医学科
卒業生が講演を行い、200名を超える参加者が聴講しました。
　東京新ゆりがおか動物病院院長の小松泰史氏（1981年卒）は、小笠原諸島に生息する希少鳥類を保護するため、野生化した猫を捕獲して
都内に搬送・訓化して里親にリレーすることで、鳥も救い、猫も救う東京都獣医師会の「ノネコ引越し作戦」の取り組みを紹介しました。
　沖縄美ら海水族館獣医師の植田啓一氏（1996年卒）は、水族館で飼育するジンベエザメやマンタなど大型水生動物をX線やCT、エコー
を使って診断する取り組みやイルカの人工尾びれ開発の取り組みを紹介し、｢今後はジンベエザメの人工繁殖に取り組みたい｣と語りま
した。
　旭川市旭山動物園園長の坂東元氏（1984年卒）は、動物のすばらしい身体能力や感性、感覚を活かせる飼育環境や展示を行う旭山動物
園の取り組みを紹介。また、絶滅が危惧されるボルネオ島のオランウータンやゾウが暮らす熱帯雨林は、私たちが使うパーム油や木材な
どの資源生産のために減少しているため、「暮らしを見つめ、なくていいものは買わないようにしましょう」と呼びかけました。

新年のごあいさつ
Greeting the New Year 

大学・大学院01 02大学のトピックス
Topics of the University
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海道と
包括連携協定を締結北 ィンドレー大学理事長

リチャード・ベケット氏来学フ

とコラボ ！ 短角牛ハンバーグ
期間限定販売竃

　本学園フィールド教育研究センターの肉畜生産ステーション
（元野幌）では、学生たちが約60頭の黒毛和種や日本短角種、交雑
種（ホルスタインと黒毛和種の交雑）の肉牛を飼育し、濃厚飼料に
頼らず、ビール粕にふすまと小麦を混ぜて作ったサイレージ（モ
ルトサイレージ）と、自場産の粗飼料を有効活用しながら、肉質の
良い牛の飼育について研究しています。
　近年、短角牛の肉は良質の赤身肉で、黒毛和牛に比べて脂肪量
やカロリーが少ない上、肉の味を決めるアミノ酸が多く滋味があ
るといわれ、注目されています。
　その短角牛２頭分の肉が、ハンバーグレストラン「竈（かまど）
円山」の協力により、５月１日から約２カ月間、同店新千歳空港店
で、つなぎを使わずに短角牛のひき肉を100％使用したハンバー
グとして提供されました。肉本来の旨みが味わえると好評だった
ことから、第２弾として、12月15日から約２カ月間の予定で円山
本店と新千歳空港店で提供されています。

爺湖有珠山ジオパークの
「ジオピザ」を本学で製作・販売洞

大学・大学院

　写真の町として知られる東川町で８月９日・10日に行われ
た、東川町国際写真フェスティバルのストリートフォトギャラ
リーにて、写真部の佐藤明日香さん（環境共生学類４年発生生物
学研究室)が本学の成池の写真を出展して準グランプリを受賞
しました。　
　フェスティバルは、８月５日～９月３日の約１カ月間開かれ、
メイン期間には、写真愛好家や大学生によるストリートフォト
ギャラリーなどさまざまなイベントが行われました。表彰式は、
フェスティバルの閉会セレモニーとともに行われ、佐藤さんに
は賞状と賞品が授与されました。
　佐藤さんは「受賞者の発表は、表彰式と同時に知らされますの
で、名前が呼ばれたときは本当に驚きました。有名な写真家を目
の前にして少し緊張しました。近年、写真部の活動が衰退してい
るので、今回の受賞が後輩たちの志気の向上につながればと思
います」と話しました。

井智美教授が平成26年度
「日本酪農科学会賞」を受賞石

３ 回いきものにぎわい企業活動
コンテストで公益財団法人
水と緑の惑星保全機構会長賞を受賞

第

島恭平さんが平成26年度「牛乳・乳製品
利用料理コンクール」で優秀賞を受賞村真部の佐藤明日香さんが東川町国際

写真フェスティバルのストリートフォト
ギャラリーで準グランプリを受賞

写

　平成26年度「牛乳・乳製品利用料理コンクール」北海道大会が
10月30日に札幌エルプラザで行われ、「サケの洋風ミルクちゃ
んちゃん焼き」を考案した村島恭平さん（循環農学類４年食物利
用学研究室）が、優秀賞を受賞しました。
　北海道牛乳普及協会とホクレン農業協同組合連合会が主催す
る同コンクールには、237点の応募があり、書類審査で選ばれた
10名が二次審査で実演調理し、「おいしさ」「アイディアの斬新
さ」「誰でも作れる普及性」を競いました。
　村島さんは「みそ味の牛乳ラーメンからヒントを得て、北海道
ならではのちゃんちゃん焼きに牛乳を使うことを思いつきまし
た。味はもちろん、なるべく材料費がかからず、簡単に作れるよう
に工夫をしました。粉チーズをのせて、オーブンでパリっと焼き
上げるところがポイントです」と話しました。

　9月12日に、東京の昭和女子大学で行われた平成26年(2014
年)度酪農科学シンポジウムにおいて、食と健康学類の石井智美
教授（臨床栄養管理学研究室）が、「遊牧民の伝承してきた発酵乳
製品の特性と食に関する研究」の題目で、日本酪農科学会賞（第
40号）を受賞しました。日本酪農科学会は、石井教授の馬乳酒に
おける微生物の機能性に関する一連の研究が、新たな乳製品の開
発に可能性をもたらしたと業績を称えました。
　石井教授は「内陸アジアを研究フィールドとして、モンゴル国
の遊牧民の食と栄
養、発酵乳の調査・研
究を行ってきまし
た。現場に密着した
研究が評価され、大
変嬉しく思います。
大勢の皆さまに支え
られ、このような栄
誉ある賞をいただき
感謝しております」
と話しました。

　環境共生学類の「海外自然
環境実習」の一環として取り
組んでいる、「マレーシアボル
ネオ島サバ州キナバタンガン
川下流域の生物多様性保全の
ための住民参加型村おこしプ
ロジェクトと環境教育の実
践」が、第３回いきものにぎわ
い企業活動コンテストにおい
て、（公財）水と緑の惑星保全機構会長賞を受賞しました。表彰式
は、11月８日に名古屋市で開催されたESD交流フェスタで行わ
れ、プロジェクトを代表して、環境共生学類の金子正美教授（環境
GIS研究室）が賞状と盾を受け取りました。
　受賞したプロジェクトは、（独）国際協力機構（JICA）の草の根技
術協力事業として、本学、旭川市旭山動物園、（特非）EnVision環境
保全事務所などが連携して立ち上げたものです。生物多様性保全
と持続可能な生計の確立を目的として、現地の住民団体KOPEL、
サバ州政府、サバ大学などと協働し、野生生物調査や水質検査、そ
れらの結果を科学的に解析し情報を発信するための環境データ
ベースの構築、子どもたちへの環境教育などを実施しています。

　本学園と北海道の包括連携
協定の調印式が、10月30日に
道庁知事会議室において行わ
れ、高橋はるみ知事と麻田信
二理事長が協定書に署名し、
握手を交わしました。
　この協定では、これまで協
力して取り組んできた「食産
業の振興に関すること」、「人
材育成に関すること」、「環境との調和に関すること」の３分野で、
双方が連携をさらに強化することとしています。
　麻田理事長は、「この協定によって、北海道をはじめ道内市町村
との連携協力関係をさらに発展させ、本学園の特色ある人材育成
を通して北海道の発展に貢献していきたい」と述べました。
　高橋知事は、「これからも双方が有するさまざまな資源やネッ
トワークを最大限に活用し、北海道のさらなる発展や農業の振興
に取り組んでいきたい」と述べました。

　循環農学類食物利用
学研究室（指導：筒井静
子准教授）の学生たち
が、本学と地域連携協定
を結んでいる洞爺湖町
の特産品である米や魚
貝などを使った「ジオピ
ザ」を開発しました。10
月30日、試作品120枚を
生協前で野外販売し、行
列ができる好評ぶりで
した。
　ピザは海鮮とトマト
ソースの２種類で、生地
に洞爺湖町産の「財田
（たからだ）米」のななつ
ぼしのご飯を混ぜ込み
ました。具材には同町産のホタテ、水タコ、長いもやトマト、江別
市産のブロッコリーペーストや本学のクリームチーズなどを使
用し、焼き上げには、有珠山の溶岩プレートを組み込んだ特製の
ピザ釜を使って焼きたてを提供しました。
　ピザを製作した前田拓也さん（４年）と木戸口清香さん（４年）
は、「洞爺湖町からピザの材料としてお米を使えないかという要
望があったことを受けて、もちもち感を生かすために米飯のまま
生地に添加することにし、混合割合をどのくらいにするか、何度
も試作を繰り返しました」と話しました。
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　本学園との学術教育交流関係の開始に尽力した、米国オハイ
オ州フィンドレー大学のリチャード・ベケット理事長が５月26
日に来学しました。麻田信二理事長と干場信司学長を表敬訪問
した後、フィンドレー大学スタディツアープログラムの開講式
に出席しました。このプログラムには、同大学から５名の研修生
が参加し、３週間にわたって本学で研修が行われました。
　翌日、ベケット氏は黒澤記念講堂で「酪農学園の若者へのメッ
セージ：人生を成功に導くために」と題した講演を行いました。
その中で成功への５つのカギを話し、「みなさんが自分の可能性
を本当に信じ
て努力すれば、
今思っている
よりも多くの
ことを必ず成
し遂げること
ができます」と
学生を激励し
ました。
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は、「洞爺湖町からピザの材料としてお米を使えないかという要
望があったことを受けて、もちもち感を生かすために米飯のまま
生地に添加することにし、混合割合をどのくらいにするか、何度
も試作を繰り返しました」と話しました。

02

愛情を
込めて

育てま
した !

!

大学のトピックス
Topics of the University

　本学園との学術教育交流関係の開始に尽力した、米国オハイ
オ州フィンドレー大学のリチャード・ベケット理事長が５月26
日に来学しました。麻田信二理事長と干場信司学長を表敬訪問
した後、フィンドレー大学スタディツアープログラムの開講式
に出席しました。このプログラムには、同大学から５名の研修生
が参加し、３週間にわたって本学で研修が行われました。
　翌日、ベケット氏は黒澤記念講堂で「酪農学園の若者へのメッ
セージ：人生を成功に導くために」と題した講演を行いました。
その中で成功への５つのカギを話し、「みなさんが自分の可能性
を本当に信じ
て努力すれば、
今思っている
よりも多くの
ことを必ず成
し遂げること
ができます」と
学生を激励し
ました。
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どもたちが獣医師の仕事を
体験する講座を開催子

　本学は、（独）日本学術振興会の事業を活用して、夏休み中の小学校
５・６年生を対象に、獣医師の仕事を体験する２つの講座を開催しま
した。
　「ウシのお医者さん体験講座」は、８月２日・３日の１泊２日の日程
で、36名の児童が参加して行われました。子どもたちは、循環農学類
の泉賢一准教授、岡本英竜准教授、食と健康学類の金髙有里講師、獣
医学類の岩野英知准教授、樋口豪紀教授、鈴木一由教授、川本哲准教
授の指導を受けながら、牛の骨や心臓に触れ、顕微鏡で牛の胃（ルー
メン）の中の微生物を観察し、牛乳を使ったデザートを作り、牛舎で
乳しぼりや牛のエサやり、動物病院で牛に聴診器やエコーを当てて
内臓や胃の音を聴くといった体験を通して、牛の体や病気の仕組み、
治療方法について学びました。
　「野生動物のお医者さん体験講座」は、８月６日・７日に20名の児童
が参加して行われました。子どもたちは獣医学類の浅川満彦教授と獣
医寄生虫病学ユニットの学生の指導を受けながら、野生動物の捕獲ワ
ナの設置、吹き矢体験、鶏肉を使った手術体験（切開・縫合）、ワナで捕
獲したヒメネズミの放遂体験、顕微鏡等を用いた寄生虫標本の観察な
どを通して、野生動物の保護や治療、寄生虫について学びました。

大学・大学院

16回北海道総合畜産共進会で
上位入賞第

014年度高校生による牛乳類を使った
お菓子レシピ入賞作品の商品化2

外研修団派遣に
本学の柔道部員が選抜海

　（一社）全日本学生柔道連盟の「2014年度海外研修団派遣」に、本
学柔道部主将の北﨑芳文さん（循環農学類３年）が選ばれました。
2015年２月18日～３月１日の期間、ドイツ・フランスにて、研
修が実施されます。

　本学は、牛乳や乳製品、酪
農に対する理解を深めても
らうため、全国の高校生を対
象に牛乳類を使ったお菓子
レシピを募集し、表彰する取
り組みを行っています。今年
から、光塩学園調理製菓専門
学校と札幌グランドホテル
が審査に加わりました。今年
度は228点の応募があり、入
賞作品９点が選ばれました。
　８月23日に学長賞を受賞
し た「 Ｗ ベ リ ー の パ イ

シュー」の多田尚輝さん（宮城県農業高等学校３年）、農食環境
学群長賞を受賞した「もちっとなめらか♪きなこわらびのフロ
マージュ」の佐藤彩衣さん（三重県立相可高等学校３年）、光塩
学園調理製菓専門学校校長賞を受賞した「栗―みーチーズケー
キ」の中村逸果さん（北海道三笠高等学校２年）の３名を本学に
招待し、表彰しました。入賞作品のうち８点が、コンビニチェー
ンの（株）セイコーマートにより商品化され、10月６日～11月
２日の期間限定で、道内1,058店舗や系列店、および本学生協
で販売されました。

本 学がＯＩＥ
コラボレーティングセンターに指定

　食と健康学類は、今後、ますます増産が期待されるナチュラル
チーズの製造者・専門家の養成を目的として、今年度初めて「ナ
チュラルチーズ製造セミナー」を９月８日～10日の３日間、乳
製品製造学実験実習室を会場に開催しました。ナチュラルチー
ズに関心を持ち、卒業後にチーズ製造に関わりたいと考えてい
る本学学生の中から書類選考された10名が受講しました。
　１日目は、「乳・ナチュラルチーズの基本的理論」について同学
類乳製品製造学研究室の竹田保之教授が、「衛生的製造手法の解
説」を同研究室の栃原孝志講師が講義を行いました。２日目、受
講者は２班に分かれて、カマンベールチーズ製造班は実験実習
室の倉内清貴技師から、ゴーダチーズ製造班は（一財）蔵王酪農
センター（宮城県蔵王町）工場推進グループの長尾英次氏（食品
科学科1995年卒）から指導を受け、衛生的かつ高品質なナチュ

ラルチーズ製造について実
習を通して詳しく教わりま
した。夕食時には、セミナー
に関する意見交換会が開催
され、学生と講師との交流が
図られました。
　最終日は、２日間の実習内
容を振り返った後、修了試験
が行われ、全員が合格し修了
証が授与されました。

ナ チュラルチーズ
製造セミナーを開催

　第16回北海道総合畜産共進
会、肉用牛の部が９月６日・７
日に音更町の十勝農業協同組
合連合会家畜共進会場で開催
され、本学園肉牛農場から出
品した２頭が好成績を挙げま
した。第７部（経産牛48カ月以
上）に出品した「のぶこ21」（安
福久－平茂勝－金幸）は１等賞３席に、第５部（未経産牛生後18
～24カ月未満）に出品した「とも25」（北平安－平茂晴－平茂勝）
は２等賞５席に入賞しました。
　「のぶこ21」は、今年度の石狩管内肉用牛共進会においても経
産牛部門の最高位賞を獲得しており、体型が良く産子成績も優
れています。「とも25」はやや小柄ですが、体型バランスと品位
が評価されました。

42回毎日農業記録賞に
教職コースの学生４名が入賞第

　毎日新聞社が主催する農・
食・環境への思いや体験をつ
づ る 作 文 コ ン ク ー ル 、
「2014年度（第42回）毎日農
業記録賞」の入賞作品が11
月４日に発表されました。
　全国1,028編（一般部門169編、高校生部門859編）の応募の
中から、一般部門の優良賞に、循環農学類３年の古木陽子さんの
「牛との出会い」が選ばれました。このほか一般部門の地区入賞
に、循環農学類３年の平野琴美さんの「私にとっての農業」、循環
農学類３年の鈴木あゆ美さんの「19歳の夏休み」、循環農学類３
年の宇佐美綾さんの「土ってフシギ」が選ばれました。

生主催のシンポジウム
「放牧酪農と学生の夢」を開催学

　本学の学生有志による自主的サークル「放牧ネットワーク」
（代表：循環農学類３年福神早太さん）は、「放牧酪農と学生の夢」
と題するシンポジウムを７月12日・13日に本学学生ホールで開
催。本学のほか北海道大学や帯広畜産大学の教員や学生、農業関
係団体の職員など約90名が出席しました。
　１日目は、放牧酪農を実践する４名の酪農家、宇野剛司さん
（農業経済学科2005年卒）、新村浩隆さん（農業経済学科1994
年卒）、小泉浩さん（猿払村）、山地酪農を実践する中洞正さん（岩
手県岩泉町）による講演とパネルディスカッションが行われま
した。その中で、放牧酪農は持続可能な農法であること、土づく
りが重要なこと、飼料価格高騰の影響を受けずに自立･安定した
経営ができること、生乳に付加価値を付けるため加工やティー
ルームなど６次産業化に取り組んでいること、放牧酪農の研究
機関を作ってほしいという要望などが話されました。２日目は、
放牧酪農をめざす
循環農学類４年の
石崎慎也さん、循環
農学類１年の久我
真雪さんらが、1人
ずつ壇上に上がっ
て自分の夢を語り
ました。

式野球部が「東日本大学軟式野球
選手権大会」に出場！軟

　軟式野球部が、北海道地区
の１部リーグで準優勝とな
り、11月14日から千葉県成
田市で開催された「第35回
東日本大学軟式野球選手権
大会」に出場しました。

　５月30日に開催された国
際獣疫事務局（OIE）国際委員
会において、本学獣医学群獣
医学類衛生・環境学分野（分野
長：及川伸教授）が、東京大学
食の安全研究センターおよび
シンガポール獣医公衆衛生セ
ンターとともに、食の安全に
関する合同コラボレーティン
グセンターに指定されまし
た。わが国では５機関目、大学
では東京大学、帯広畜産大学に次いで３機関目の指定となります。
　関連する活動として、６月24日～26日にベトナムのハノイ市
で開かれたアジア太平洋地域OIE加盟国の食の安全に関する担
当者セミナーに獣医学類獣医疫学ユニットの蒔田浩平准教授が
参加し、生産現場の衛生改善手法の検討方法について講演と参
加型実習を行いました。
　また、獣医学類人獣共通感染症学ユニットの村松康和教授が、
10月14日～16日に韓国・仁川市で開催されたOIEリファレン
スセンター世界会議に出席し、今後、コラボレーティングセン
ターとして果たすべき役割や技術分野などに関する協議に参加
しました。

02大学のトピックス
Topics of the University
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どもたちが獣医師の仕事を
体験する講座を開催子

　本学は、（独）日本学術振興会の事業を活用して、夏休み中の小学校
５・６年生を対象に、獣医師の仕事を体験する２つの講座を開催しま
した。
　「ウシのお医者さん体験講座」は、８月２日・３日の１泊２日の日程
で、36名の児童が参加して行われました。子どもたちは、循環農学類
の泉賢一准教授、岡本英竜准教授、食と健康学類の金髙有里講師、獣
医学類の岩野英知准教授、樋口豪紀教授、鈴木一由教授、川本哲准教
授の指導を受けながら、牛の骨や心臓に触れ、顕微鏡で牛の胃（ルー
メン）の中の微生物を観察し、牛乳を使ったデザートを作り、牛舎で
乳しぼりや牛のエサやり、動物病院で牛に聴診器やエコーを当てて
内臓や胃の音を聴くといった体験を通して、牛の体や病気の仕組み、
治療方法について学びました。
　「野生動物のお医者さん体験講座」は、８月６日・７日に20名の児童
が参加して行われました。子どもたちは獣医学類の浅川満彦教授と獣
医寄生虫病学ユニットの学生の指導を受けながら、野生動物の捕獲ワ
ナの設置、吹き矢体験、鶏肉を使った手術体験（切開・縫合）、ワナで捕
獲したヒメネズミの放遂体験、顕微鏡等を用いた寄生虫標本の観察な
どを通して、野生動物の保護や治療、寄生虫について学びました。

大学・大学院

16回北海道総合畜産共進会で
上位入賞第

014年度高校生による牛乳類を使った
お菓子レシピ入賞作品の商品化2

外研修団派遣に
本学の柔道部員が選抜海

　（一社）全日本学生柔道連盟の「2014年度海外研修団派遣」に、本
学柔道部主将の北﨑芳文さん（循環農学類３年）が選ばれました。
2015年２月18日～３月１日の期間、ドイツ・フランスにて、研
修が実施されます。

　本学は、牛乳や乳製品、酪
農に対する理解を深めても
らうため、全国の高校生を対
象に牛乳類を使ったお菓子
レシピを募集し、表彰する取
り組みを行っています。今年
から、光塩学園調理製菓専門
学校と札幌グランドホテル
が審査に加わりました。今年
度は228点の応募があり、入
賞作品９点が選ばれました。
　８月23日に学長賞を受賞
し た「 Ｗ ベ リ ー の パ イ

シュー」の多田尚輝さん（宮城県農業高等学校３年）、農食環境
学群長賞を受賞した「もちっとなめらか♪きなこわらびのフロ
マージュ」の佐藤彩衣さん（三重県立相可高等学校３年）、光塩
学園調理製菓専門学校校長賞を受賞した「栗―みーチーズケー
キ」の中村逸果さん（北海道三笠高等学校２年）の３名を本学に
招待し、表彰しました。入賞作品のうち８点が、コンビニチェー
ンの（株）セイコーマートにより商品化され、10月６日～11月
２日の期間限定で、道内1,058店舗や系列店、および本学生協
で販売されました。

本 学がＯＩＥ
コラボレーティングセンターに指定

　食と健康学類は、今後、ますます増産が期待されるナチュラル
チーズの製造者・専門家の養成を目的として、今年度初めて「ナ
チュラルチーズ製造セミナー」を９月８日～10日の３日間、乳
製品製造学実験実習室を会場に開催しました。ナチュラルチー
ズに関心を持ち、卒業後にチーズ製造に関わりたいと考えてい
る本学学生の中から書類選考された10名が受講しました。
　１日目は、「乳・ナチュラルチーズの基本的理論」について同学
類乳製品製造学研究室の竹田保之教授が、「衛生的製造手法の解
説」を同研究室の栃原孝志講師が講義を行いました。２日目、受
講者は２班に分かれて、カマンベールチーズ製造班は実験実習
室の倉内清貴技師から、ゴーダチーズ製造班は（一財）蔵王酪農
センター（宮城県蔵王町）工場推進グループの長尾英次氏（食品
科学科1995年卒）から指導を受け、衛生的かつ高品質なナチュ

ラルチーズ製造について実
習を通して詳しく教わりま
した。夕食時には、セミナー
に関する意見交換会が開催
され、学生と講師との交流が
図られました。
　最終日は、２日間の実習内
容を振り返った後、修了試験
が行われ、全員が合格し修了
証が授与されました。

ナ チュラルチーズ
製造セミナーを開催

　第16回北海道総合畜産共進
会、肉用牛の部が９月６日・７
日に音更町の十勝農業協同組
合連合会家畜共進会場で開催
され、本学園肉牛農場から出
品した２頭が好成績を挙げま
した。第７部（経産牛48カ月以
上）に出品した「のぶこ21」（安
福久－平茂勝－金幸）は１等賞３席に、第５部（未経産牛生後18
～24カ月未満）に出品した「とも25」（北平安－平茂晴－平茂勝）
は２等賞５席に入賞しました。
　「のぶこ21」は、今年度の石狩管内肉用牛共進会においても経
産牛部門の最高位賞を獲得しており、体型が良く産子成績も優
れています。「とも25」はやや小柄ですが、体型バランスと品位
が評価されました。

42回毎日農業記録賞に
教職コースの学生４名が入賞第

　毎日新聞社が主催する農・
食・環境への思いや体験をつ
づ る 作 文 コ ン ク ー ル 、
「2014年度（第42回）毎日農
業記録賞」の入賞作品が11
月４日に発表されました。
　全国1,028編（一般部門169編、高校生部門859編）の応募の
中から、一般部門の優良賞に、循環農学類３年の古木陽子さんの
「牛との出会い」が選ばれました。このほか一般部門の地区入賞
に、循環農学類３年の平野琴美さんの「私にとっての農業」、循環
農学類３年の鈴木あゆ美さんの「19歳の夏休み」、循環農学類３
年の宇佐美綾さんの「土ってフシギ」が選ばれました。

生主催のシンポジウム
「放牧酪農と学生の夢」を開催学

　本学の学生有志による自主的サークル「放牧ネットワーク」
（代表：循環農学類３年福神早太さん）は、「放牧酪農と学生の夢」
と題するシンポジウムを７月12日・13日に本学学生ホールで開
催。本学のほか北海道大学や帯広畜産大学の教員や学生、農業関
係団体の職員など約90名が出席しました。
　１日目は、放牧酪農を実践する４名の酪農家、宇野剛司さん
（農業経済学科2005年卒）、新村浩隆さん（農業経済学科1994
年卒）、小泉浩さん（猿払村）、山地酪農を実践する中洞正さん（岩
手県岩泉町）による講演とパネルディスカッションが行われま
した。その中で、放牧酪農は持続可能な農法であること、土づく
りが重要なこと、飼料価格高騰の影響を受けずに自立･安定した
経営ができること、生乳に付加価値を付けるため加工やティー
ルームなど６次産業化に取り組んでいること、放牧酪農の研究
機関を作ってほしいという要望などが話されました。２日目は、
放牧酪農をめざす
循環農学類４年の
石崎慎也さん、循環
農学類１年の久我
真雪さんらが、1人
ずつ壇上に上がっ
て自分の夢を語り
ました。

式野球部が「東日本大学軟式野球
選手権大会」に出場！軟

　軟式野球部が、北海道地区
の１部リーグで準優勝とな
り、11月14日から千葉県成
田市で開催された「第35回
東日本大学軟式野球選手権
大会」に出場しました。

　５月30日に開催された国
際獣疫事務局（OIE）国際委員
会において、本学獣医学群獣
医学類衛生・環境学分野（分野
長：及川伸教授）が、東京大学
食の安全研究センターおよび
シンガポール獣医公衆衛生セ
ンターとともに、食の安全に
関する合同コラボレーティン
グセンターに指定されまし
た。わが国では５機関目、大学
では東京大学、帯広畜産大学に次いで３機関目の指定となります。
　関連する活動として、６月24日～26日にベトナムのハノイ市
で開かれたアジア太平洋地域OIE加盟国の食の安全に関する担
当者セミナーに獣医学類獣医疫学ユニットの蒔田浩平准教授が
参加し、生産現場の衛生改善手法の検討方法について講演と参
加型実習を行いました。
　また、獣医学類人獣共通感染症学ユニットの村松康和教授が、
10月14日～16日に韓国・仁川市で開催されたOIEリファレン
スセンター世界会議に出席し、今後、コラボレーティングセン
ターとして果たすべき役割や技術分野などに関する協議に参加
しました。
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⑧ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1） ⑨ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1）

　第18回「白樺祭」が６月28日・29日に開催され、2日間で約
8,600人が来場しました。約40店の模擬店やサークル展示、ス
テージイベント、牛舎見学や搾乳体験、動物ふれあいコーナーな
どさまざまな企画が行われ、毎年恒例の本学製造・加工のハムや
チーズも大好評でした。また、公開授業ではバターの手作り体験
が行われました。
　ゲストライブには、本学卒業生でシンガーソングライターの
住岡梨奈さんが登場し、会場を大いに盛り上げました。

年海外協力隊（JICA）に
学生３名が派遣青

　環境共生学類４年の細川知世さん（環境GIS研究室）、同学類
４年の大石恵理夏クリスティーナさん（環境リモートセンシン
グ研究室）、獣医学研究科博士課程１年の浅倉真吾さん（食品衛
生学ユニット）が、青年海外協力隊員として海外への派遣が決ま
りました。
　細川さんと大石さんは2015年３月に本学を卒業後、JICAの
派遣前訓練を受け、７月頃に細川さんはボリビアへ、大石さんは
エルサルバドルへ、２年間派遣されます。
　浅倉さんは、名古屋大学農学国際教育協力研究センターの「農
学知的支援ネットワーク（JISNAS）」とJICAとの連携事業「食料
の安全保障隊（仮称）」を通じ、本学在学中に１年間タンザニアに
派遣されます。この事業は、大学院生教育の一環として行われる
もので、アフリカの食料安全保障への貢献や国際的な視野を
持った日本の農学人材の育成などを目的としています。派遣前
訓練は2014年10月９日～12月17日に行われ、2015年１月５
日～2016年１月５日が派遣期間となります。

農学園わくわくMAP
（キャンパスマップ）を開設酪

　わくわくマップは、GoogleMAPをベースに、学園内のロケー
ション（Googleインドアビュー・3Dパノラマ）や施設情報等に
アクセスできます。
　JR大麻駅から大学構内までの徒歩ルートやJR時刻表なども
マップ内で確認できます。
　なお、レスポンシブWEBデザインの導入を実施し、スマート
フォンからも閲覧できます。ぜひ、ご活用ください。

大学・大学院

開シンポジウム「若者を農村に呼び
込む交流集会」を開催公 第 18回白樺祭

　第３回収穫感謝祭が９月27日に本学で開催されました。午前
は、藤井創宗教主任による礼拝から始まり、１年生のゼミごとに
野菜の畑作りから収穫までをまとめたポスター発表と特別講演
が行われました。
　ポスター発表では、学生による投票の結果、最優秀賞には眞船
直樹ゼミ（食と健康学類）、優秀賞には阿部茂ゼミ（食と健康学
類）、金髙有里ゼミ（食と健康学類）、岡本実ゼミ（獣医学類）が選ば
れました。また、本年度から管理が優れていた畑に畑賞が贈られ、
丸山明ゼミ（循環農学類）、押谷一ゼミ（環境共生学類）、鈴木透ゼ
ミ（環境共生学類）、横田博ゼミ（獣医学類）、森さやかゼミ（環境共
生学類）が選ばれました。特別講演では、札幌グランドホテルの小
泉哲也総料理長が「北海道の食」と題して講演しました。
　午後からの食のイベントでは、小泉総料理長のソースを添え
たエゾシカ肉の試食や、環境共生学類の伊吾田宏正准教授によ
るエゾシカ肉の解体、学生のチャリティー模擬店、学生サークル
や近隣農家による野菜販売などが行われ、大盛況でした。学生
ホールではコンサートや中小家畜研究会と肉牛研究会による研
究成果の発表が行われました。

第 ３回収穫感謝祭

中小家畜の新施設の概要
区 分
豚 舎
鶏 舎
羊 舎
実 験 牛 舎

面 積
9 0 4 . 2 ㎡
4 9 8 . 9 ㎡
4 1 9 . 5 ㎡
3 9 6 . 9 ㎡

使用可能頭羽数
種雄豚2頭，種雌豚8頭  一貫経営規模
ケージ飼い：3 0 0羽  平飼い：3 0 0羽
20頭
12頭

望寮2015年３月
竣工予定希

　本学園で建設中の高大併設男子
寮「希望寮」は、2015年４月からの
寮生活に向けて３月上旬の竣工を
予定しており、現在、新規入寮の大
学生を約100名募集しています。

設備の概要

１ Ｆ

２ Ｆ

３Ｆ、４Ｆ

事務室（大学、高校共用）、食堂（100名）、靴ロッカー室、メール
ボックス、セーフティボックス、宿直室、自動販売機、シャワー
室、浴室、洗濯室、乾燥室、ロッカー室、男子トイレ、女子トイレ、
洗面台、キッチン、自習室、学習室

集会室（大学、高校共用）、４人部屋（16室）、１人部屋（４室）、談
話室（２室）、洗面所、男子トイレ、キッチン、ラウンジ

４人部屋（16室）、１人部屋（４室）、談話室（２室）、洗面所、男子
トイレ、キッチン、ラウンジ

※エレベーター（9人乗り）、各室テレビアンテナコンセント、無線ＬＡＮ設置　※ランドリー無料 http://www.rakuno.ac.jp/outline/guide/waku2map.html

　本学の循環農学類主催
の公開シンポジウム「若
者を農村に呼び込む交流
集会－我が町はどのよう
に若者を魅了したか－」
が、７月17日に本学の学
生ホールにて開催されま
した。学生、教職員、農業
関係団体の職員など合わ
せて約250名が参加しました。
　日高町で肉牛農場を経営する伊藤俊介氏（農業経済学科2001
年卒）は「日高町門別賀張地区に入植して」と題し、日高町に新規
就農した体験談を語り、資金の調達や経営での苦労話、今後の戦
略などについて話しました。続いて、むかわ町産業振興課農政グ
ループ主任の飛岡雅幸氏が「むかわ町の新規就農の取り組みに
ついて」と題し、町の担い手対策を具体的に紹介しました。最後
に本学の猫本健司准教授（循環農学類実践農学研究室）が「学生
は夏にどこに実習に入ってきたか－農村生活を目指す若者たち
－」と題し、伝統的なカリキュラムである学外農場実習を紹介
し、今後の課題について話しました。
　講演後は総合討論が行われ、予定時間を超えて活発な議論が
交わされました。

酪農学園わくわくMAP 検 索

02
畜生産ステーション
中小家畜の畜舎が完成肉

　本学園では、農場など
の附属施設の運営と施設
を一体化することによっ
て教育研究の充実を図る
目的で、2014年度に酪農
学園フィールド教育研究
センター（酪農生産ス
テーション、作物生産ス
テーション、肉畜生産ス
テーション）を設置しま
した。
　このうち、元野幌の肉
畜生産ステーションで
は、すでに整備されてい
る肉用牛以外の、豚や鶏、
羊など中小家畜の施設の
整備を進め、９月５日に
畜舎が完成しました。９月26日には、豚舎に種豚１頭（デュロッ
ク）、メス８頭（ランドレース×大ヨークシャー）、メス１頭（ラン
ドレース）の計10頭が、９月29日には、鶏舎にロードアイランド
レッドと白色レグホンのヒナ約300羽が、11月28日には、羊舎
にテクセルの子羊６頭が導入されました。

　エゾシカの角を使って
アクセサリーやペーパー
ナイフなどを作る鹿角工
作講座が、8月16日・17日
と11月29日・30日に、札
幌市立もみじ台中学校で
開催され、同校美術教諭の
宮崎亨氏と本学環境共生
学類狩猟管理学研究室の
学生が講師を務めました。
　この講座は、北海道のエ
ゾシカ問題に関わる団体
が共同で企画したもので、
工作を楽しみながら、身近
にある環境問題としてエ
ゾシカのことを広く知っ
てもらうことを目的に行われました。
　狩猟学研究室４年の亀村茉美さんは、「鹿の角はとても固くて
頑丈ですが、切って削って磨きあげると、とてもきれいな作品に
仕上がります。作品づくりを楽しんでもらうと同時に、エゾシカ
のことをもっと知ってもらえるよう、今後も継続していきたい
です」と話しました。

生が
鹿角工作講座を開催学

アクセ
サリー

ができ
ました

!!
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⑧ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1） ⑨ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1）

　第18回「白樺祭」が６月28日・29日に開催され、2日間で約
8,600人が来場しました。約40店の模擬店やサークル展示、ス
テージイベント、牛舎見学や搾乳体験、動物ふれあいコーナーな
どさまざまな企画が行われ、毎年恒例の本学製造・加工のハムや
チーズも大好評でした。また、公開授業ではバターの手作り体験
が行われました。
　ゲストライブには、本学卒業生でシンガーソングライターの
住岡梨奈さんが登場し、会場を大いに盛り上げました。

年海外協力隊（JICA）に
学生３名が派遣青

　環境共生学類４年の細川知世さん（環境GIS研究室）、同学類
４年の大石恵理夏クリスティーナさん（環境リモートセンシン
グ研究室）、獣医学研究科博士課程１年の浅倉真吾さん（食品衛
生学ユニット）が、青年海外協力隊員として海外への派遣が決ま
りました。
　細川さんと大石さんは2015年３月に本学を卒業後、JICAの
派遣前訓練を受け、７月頃に細川さんはボリビアへ、大石さんは
エルサルバドルへ、２年間派遣されます。
　浅倉さんは、名古屋大学農学国際教育協力研究センターの「農
学知的支援ネットワーク（JISNAS）」とJICAとの連携事業「食料
の安全保障隊（仮称）」を通じ、本学在学中に１年間タンザニアに
派遣されます。この事業は、大学院生教育の一環として行われる
もので、アフリカの食料安全保障への貢献や国際的な視野を
持った日本の農学人材の育成などを目的としています。派遣前
訓練は2014年10月９日～12月17日に行われ、2015年１月５
日～2016年１月５日が派遣期間となります。

農学園わくわくMAP
（キャンパスマップ）を開設酪

　わくわくマップは、GoogleMAPをベースに、学園内のロケー
ション（Googleインドアビュー・3Dパノラマ）や施設情報等に
アクセスできます。
　JR大麻駅から大学構内までの徒歩ルートやJR時刻表なども
マップ内で確認できます。
　なお、レスポンシブWEBデザインの導入を実施し、スマート
フォンからも閲覧できます。ぜひ、ご活用ください。

大学・大学院

開シンポジウム「若者を農村に呼び
込む交流集会」を開催公 第 18回白樺祭

　第３回収穫感謝祭が９月27日に本学で開催されました。午前
は、藤井創宗教主任による礼拝から始まり、１年生のゼミごとに
野菜の畑作りから収穫までをまとめたポスター発表と特別講演
が行われました。
　ポスター発表では、学生による投票の結果、最優秀賞には眞船
直樹ゼミ（食と健康学類）、優秀賞には阿部茂ゼミ（食と健康学
類）、金髙有里ゼミ（食と健康学類）、岡本実ゼミ（獣医学類）が選ば
れました。また、本年度から管理が優れていた畑に畑賞が贈られ、
丸山明ゼミ（循環農学類）、押谷一ゼミ（環境共生学類）、鈴木透ゼ
ミ（環境共生学類）、横田博ゼミ（獣医学類）、森さやかゼミ（環境共
生学類）が選ばれました。特別講演では、札幌グランドホテルの小
泉哲也総料理長が「北海道の食」と題して講演しました。
　午後からの食のイベントでは、小泉総料理長のソースを添え
たエゾシカ肉の試食や、環境共生学類の伊吾田宏正准教授によ
るエゾシカ肉の解体、学生のチャリティー模擬店、学生サークル
や近隣農家による野菜販売などが行われ、大盛況でした。学生
ホールではコンサートや中小家畜研究会と肉牛研究会による研
究成果の発表が行われました。

第 ３回収穫感謝祭

中小家畜の新施設の概要
区 分
豚 舎
鶏 舎
羊 舎
実 験 牛 舎

面 積
9 0 4 . 2 ㎡
4 9 8 . 9 ㎡
4 1 9 . 5 ㎡
3 9 6 . 9 ㎡

使用可能頭羽数
種雄豚2頭，種雌豚8頭  一貫経営規模
ケージ飼い：3 0 0羽  平飼い：3 0 0羽
20頭
12頭

望寮2015年３月
竣工予定希

　本学園で建設中の高大併設男子
寮「希望寮」は、2015年４月からの
寮生活に向けて３月上旬の竣工を
予定しており、現在、新規入寮の大
学生を約100名募集しています。

設備の概要

１ Ｆ

２ Ｆ

３Ｆ、４Ｆ

事務室（大学、高校共用）、食堂（100名）、靴ロッカー室、メール
ボックス、セーフティボックス、宿直室、自動販売機、シャワー
室、浴室、洗濯室、乾燥室、ロッカー室、男子トイレ、女子トイレ、
洗面台、キッチン、自習室、学習室

集会室（大学、高校共用）、４人部屋（16室）、１人部屋（４室）、談
話室（２室）、洗面所、男子トイレ、キッチン、ラウンジ

４人部屋（16室）、１人部屋（４室）、談話室（２室）、洗面所、男子
トイレ、キッチン、ラウンジ

※エレベーター（9人乗り）、各室テレビアンテナコンセント、無線ＬＡＮ設置　※ランドリー無料 http://www.rakuno.ac.jp/outline/guide/waku2map.html

　本学の循環農学類主催
の公開シンポジウム「若
者を農村に呼び込む交流
集会－我が町はどのよう
に若者を魅了したか－」
が、７月17日に本学の学
生ホールにて開催されま
した。学生、教職員、農業
関係団体の職員など合わ
せて約250名が参加しました。
　日高町で肉牛農場を経営する伊藤俊介氏（農業経済学科2001
年卒）は「日高町門別賀張地区に入植して」と題し、日高町に新規
就農した体験談を語り、資金の調達や経営での苦労話、今後の戦
略などについて話しました。続いて、むかわ町産業振興課農政グ
ループ主任の飛岡雅幸氏が「むかわ町の新規就農の取り組みに
ついて」と題し、町の担い手対策を具体的に紹介しました。最後
に本学の猫本健司准教授（循環農学類実践農学研究室）が「学生
は夏にどこに実習に入ってきたか－農村生活を目指す若者たち
－」と題し、伝統的なカリキュラムである学外農場実習を紹介
し、今後の課題について話しました。
　講演後は総合討論が行われ、予定時間を超えて活発な議論が
交わされました。

酪農学園わくわくMAP 検 索

02
畜生産ステーション
中小家畜の畜舎が完成肉

　本学園では、農場など
の附属施設の運営と施設
を一体化することによっ
て教育研究の充実を図る
目的で、2014年度に酪農
学園フィールド教育研究
センター（酪農生産ス
テーション、作物生産ス
テーション、肉畜生産ス
テーション）を設置しま
した。
　このうち、元野幌の肉
畜生産ステーションで
は、すでに整備されてい
る肉用牛以外の、豚や鶏、
羊など中小家畜の施設の
整備を進め、９月５日に
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学類狩猟管理学研究室の
学生が講師を務めました。
　この講座は、北海道のエ
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とわの森三愛高等学校

医進学コース
研修旅行獣

　フードクリエイトコース２年生は、10月８日～12日で韓
国研修旅行を実施しました。日韓関係の悪化が心配される中
でしたが、訪問先の人々から温かい声をかけてもらい、学校交
流で訪れた全州紀全女子高等学校の生徒から熱烈な歓迎を受
け、生徒たちは草の根の国際交流を行うことができました。
　キムチやチヂミ、キムパブなど伝統料理の体験やビビンバ
などの食事を通して、食文化についても知識を深めました。
また、他国から見る日本の歴史についても学び、将来の自分
たちのあり方を考えるきっかけとなりました。

ードクリエイトコース
研修旅行フ

　総合教育コース２年生
は、10月６日～11日で台
湾研修旅行を実施しまし
た。躍進著しい中華圏の台
湾で歴史や文化を学ぶと
ともに、２学年で必修科目
の「基礎中国語」の授業の
実践を目的としています。
　台北市内観光では、世界
四大博物館のひとつに数
えられている故宮博物館
や、蒋介石の顕彰施設として建てられた中正紀念堂、2007
年までは世界一高いビルだった台北101などを訪問し、台
湾の歴史や文化を知ることができました。
　また、三重高級商工職業学校との学校交流では、現地の高
校生との意思疎通に苦しみながらも、中国語の授業で学ん
だことを生かしながらコミュニケーションを図り、充実し
た時間を過ごすことができました。最終日は台北市内での
１日班別自主研修で、日本語が話せる現地の大学生ガイド
と共に、地下鉄を利用して歴史的建造物を見学するなど、台
湾の文化に触れました。
　どの生徒も日本国内では経験できない貴重な体験がで
き、それぞれの成長につながる研修となりました。

合教育コース
研修旅行総

　通信制課程は開設５年目、生徒数も60名を超え、通信コースと通
学コースで学びを進めています。三愛精神のもと、総合的な学習で
のキリスト教の学びに取り組み、本校の特色としての農業体験や食
に関する学び、家庭学習によるレポートとスクーリングの組み合わ
せで教科の学びを進めています。特別活動としての各種行事への生
徒の参加率はとても高く、それぞれに新たな経験を積んでいます。
　通信制課程の食品加工オリジナルメニュー「オニコロ」は、今年も
参加したイベントで大好評でした。今年の通学コース一泊研修は、
然別湖で雄大な自然を満喫しました。通信コースは集中スクーリン
グごとに、一泊の北海道研修が盛り込まれ、支笏湖、ニセコ、旭岳、寿
都町などでの体験学習に取り組みました。本校の特色ある通信制課
程は広がりを見せながら、仲間と一緒に安心の居場所での学びを続
けています。ゆっくりと時を刻むもうひとつの「とわの森」が、今日
も確実な歩みを続けています。

信制課程
～もうひとつの「とわの森」～通

　トップアスリート健康コース２年生は、10月８日～11日
で関東圏研修旅行を実施しました。この研修では、ふだん慣
れ親しんだ専門種目ではない体験を通して、真の“トップア
スリート”に必要な能力を養成することに主眼を置きまし
た。それは、「考える選手」の育成です。筑波大学内に設置さ
れた「野生の森」では、さまざまな課題を論理的発想、想像
力、また団結力を駆使して克服していくグループワークを
行い、鬼怒川のアクティビティではアスリートに必要な感
性を磨き、夜のスピーチコンテストでは「座右の銘」をテー
マに自己啓発の取り組みを行いました。アスリートに必要
な心・技・体の正に「心」を養うための３泊４日で、生徒の今
後の成長が大いに期待できる研修旅行となりました。

ップアスリート健康コース
研修旅行ト

ドバンスコース
研修旅行ア

　10月４日、時折小雨の降るあいにくの天候でしたが、機
農コース（農業クラブ主催）の行事である収穫感謝祭が、生
徒86名、保護者家族110名、教職員14名の出席の下、盛大
に行われました。当日は農業クラブ南北海道大会に出場し
た校内代表２名による意見発表、３年生による欧州研修旅
行報告会、農作業運動会、特別昼食会のプログラムが行わ
れました。
　生徒の生き生きとした姿や親子で共に汗を流す姿が見
受けられ、全寮制のコースならではの非常に賑やかな行事
となりました。
　また、農業クラブについては、昨年度に引き続いて、沖縄
の全国大会に出場することができました。本校の農業クラ
ブは、1996年以降、毎年全国大会に出場しており、コース
の学習活動と密接に関わる実績あるクラブです。

農コース
収穫感謝祭と農業クラブ全国大会機

　獣医進学コースでは、
各地で活躍する酪農学
園大学ＯＢの獣医師が
勤める職場を訪問して
おり、１年次は道内、２
年次は沖縄での研修旅
行を実施しています。
　１年生は10月15日～
17日に、鹿追町の家畜診
療所や帯広市食肉衛生
検査所、旭川市旭山動物園などを訪れ、多様な獣医師の仕事
について学びました。また、２年生は10月７日～12日に、１
年次の道内研修旅行の経験を踏まえて、北海道とは異なる環
境で生きる生物についての理解を深めることを目的とし、沖
縄研修旅行を実施しました。特に酪農学園大学の卒業生であ
る、沖縄美ら海水族館の植田啓一獣医師からは、ご自身の経
験をもとに獣医師を志す者への熱いメッセージをいただき
ました。今年は台風の影響でトラブルもありましたが、その
分多くの経験をすることができました。
　これらの研修旅行は、将来、獣医師を目指している生徒た
ちにとって貴重な体験となり、大学進学に向けての学習意欲
向上につながっています。

　アドバンスコース２
年生は、10月６日～11
日でベトナム研修旅行
を実施しました。ベトナ
ムでは北部のハノイ市
と南部のホーチミン市
を訪れ、急激な経済成長
が進むベトナムのエネ
ルギッシュさを肌で感
じ、Le Phong Ｈong高
校との学校交流では、英語で現地高校生と交流しました。生
徒たちはすぐに意気投合し、充実した時間を過ごすととも
に、語学力の大切さに改めて気づきました。孤児院でのボラ
ンティア体験では、さまざまな事情を抱えた子どもたちと触
れ合うことでベトナムの現状を学びました。
　また、日系企業であるｂrother工業も訪問し、グローバル
に展開している企業の力強さを感じました。さまざまな体験
を通してベトナムの文化や経済、歴史的背景を学び、国際的
な幅広い視野を持つ良い機会とすることができました。
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洋平さん：私が就農した10年前は母豚数で150頭前後の私た
ちくらいの経営が平均的でした。しかし、現在は大規模化が急
激に進み、北海道の平均は240頭までになりました。
　生産コストを下げるために大規模化はとても有効だと思い
ますが、せたな町においては、①と畜場や飼料工場までの距離
が遠く、運賃が高い。②大都市から離れているため人材確保が
難しい。③山間部のため堆肥を使ってもらえる畑に限りがあ
る。などデメリットの方が大きいように思います。
　それよりも、大規模農場に負けない生産成績を維持したう
えで、地元の農家仲間や関係機関と連携するなど、養豚農家の
少ないこの地域の強みを生かした経営をしていきたいです。

養豚農家の大規模化について

洋平さん：町内に私たちの豚肉を扱っていた精肉店がありまし
たが、一昨年、店を閉めてしまい、現在はスーパーのみとなって
います。好みの厚さでスライスしたり、豚肉を使った惣菜を販売
したり、お客様の細かい要望に応えられるような「お肉屋さん」
を造り、少しでも多くの方に私たちの豚肉を食べてもらえるよ
うにしたいです。
　最終的な目標は、せたな町・今金町で食べられる豚肉の全てが
「若松ポークマン」になることですね（笑）。

これから目指すこと

　卒業し就農してから、農家はもちろん、ＪＡや普及センターな
どの関係機関、農業関連のメーカーなどに多くの酪農大ＯＢが
いることがわかりました。私が酪農大卒だと言うと、そうか、そ
うかと、とても親切にしてくれます。
　在学生の皆さんも、今、共に学んでいる仲間たちとの横のつな
がりを大切にするのと同様に、卒業後出会うであろう酪農大の
縦のつながりも大切にしてほしいです。
　もし、皆さんとどこかでお酒を飲み交わす機会があれば、肩を
組み、一緒に「酪農讃歌」を歌いましょう！！

後輩へのメッセージ

地域の人に愛される豚肉を目指し、
夫婦二人三脚で大切に育てていく
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北海道せたな町　農業生産法人（有)高橋畜産

代表取締役　高橋 洋平 （たかはし ようへい）さん
酪農学部 酪農学科2003年卒業

＜プロフィール＞　
1979年生まれ。
幼い頃に家業を継ぐことを決意する。
見聞を広げるため大学に入学する。柔道部で妻・佐和子さん
と出会う。
卒業後、１年間のドイツ留学を経て、高橋畜産を継ぐ。三児の父。

高橋とんとん診療所　

獣医師　高橋 佐和子 （旧姓我那覇さわこ）さん
獣医学部 獣医学科2005年卒業

＜プロフィール＞
1981年生まれ。沖縄県出身。　
獣医師なるため大学に入学する。大学１年で柔道部に入部し、
夫・洋平さんと出会う。卒業後１年間、函館の動物病院で勤務。
結婚・就農を機に高橋とんとん診療所を開業。
2014年５月に第三子が誕生する。

（有）高橋畜産概要
1981年　父高橋貞光氏（現せたな町長）、養豚業を開始
1996年　若松ポークマンをブランド化
1999年　法人化し、（有）高橋畜産に
2001年　全道の品評会にて農林水産大臣賞を受賞　
2005年　洋平さん代表に就任
2007年　高橋とんとん診療所開業

2013年　「北海道ポーク」認定農場となる。
2014年現在、従業員数５人　　
●年間出荷量3,400頭（１母豚当たり年間25頭出荷）　
●繁殖母豚（WL種）135頭、種雄豚（D種）7頭、肥育豚（WLD種）1,500頭
 (W=大ヨークシャー、L=ランドレース、D=デュロック）

洋平さん：ズバリ「衛生的な環境」と「ストレスを与えない」こと。
そして、「飼料」です。
　豚にとってストレスの少ない衛生的な環境で育つため、肉質
が良くなります。後志利別川は日本一の清流とも言われていま
す。きれいな水と空気、そして、おいしいエサをたくさん食べて
もらえるように、豚にとってストレスの少ない環境とは何か、す
くすくと元気に育つにはどうしたらよいか、日々みんなで考え
作業しています。
　最近の飼料は消化吸収をよくするために熱処理をしたものが主
流ですが、あえてそのまま砕いた飼料を使い、 ゆっくりと肉にサ
シや味を乗せるようにしています。また、青果市場で余った野菜を
乾燥させて飼料に入れ、食物繊維やビタミン源としています。
佐和子さん：消費者により安全な豚肉を供給するため、「農場ＨＡ
ＣＣＰ」の考え方を取り入れ、認定農場を目指し環境を整えてい
ます。農場ＨＡＣＣＰ審査員の資格も取得したので、昨年は酪農
大の授業でも話をさせていただきました。

おいしい豚を作る秘けつ

洋平さん：初めは、診療費や薬品代の節約になればと思っていま
した。しかし、養豚の情勢が年々厳しくなる中で、生産性の向上
や防疫、生産物の安全・安心の取り組みなどへ広がっていきまし
た。
佐和子さん：日本養豚開業獣医師協会に加入させていただいた
ことが転機でした。それ以前の私は、豚が下痢をしたと聞けば、
どの抗生物質が効くかな？など対処方法ばかり考えていまし
た。しかし、全国で養豚を専門に開業されている方々は、どこか
ら病気が侵入し、何が原因で広まったのか、豚や畜舎の状態から
農家さんの作業の手順まで多角的に分析し、予防方法を指導し
ていました。
　第一線で活躍する先生方との交流で、自分の農場の足りない
ところがたくさん見えてきました。

とんとん診療所について

若松ポークマンの特徴
洋平さん：脂に甘みがあり、柔
らかく締まりのある肉質が
特徴です。
　「若松ポークマン」として販
売するのは、その中でも「上」
の格付けを得たものだけで、
厳しい販売基準を設け消費者
やスーパーから信頼できるブ
ランドとして評価をいただい
ています。

活躍する同窓生
Active Alumni

が　な　は

私たちは「地域の誇りとなるような豚肉、農場をつく
る」を経営理念の一つとしています。せたな町に若松
ポークマンという豚肉が、高橋畜産という養豚場が
あって良かったと地域の人に思ってもらえるように、
豚肉はもちろん、販売している堆肥も誇りをもって生
産しています。

【経営理念】

　平成25年の総務省「家計調査」によれば、札幌市は１世帯あたりの豚肉の年間購入量が全国の県庁所在地で１位と公表されまし
た。カレーライスやすき焼き、焼き鳥に豚肉を使うなど、北海道では豚肉が慣れ親しまれています。一方で、養豚農家は、飼料の高騰
や輸入肉との価格競争により年々戸数が減少している現状にあります。
　そんな中、夫婦二人三脚で、せたな町の自然の恵みを生かし、地元に根付いたブランド豚「若松ポークマン」を育てている高橋さ
んご夫妻を訪ねました。



・女子ソフトボール部、春の選抜大会での全国制覇の快挙に伴う
祝賀会が４月26日（土）に、札幌市内のシェラトンホテルで開催
されました。
・第13回を数える酪農学園高等学校関東甲信越地区合同同窓会
が、11月22日（土）午後１時から酪農学園東京オフィス（東京交通
会館11階）を会場に開催されました。 本学からは榮忍校長、新谷
良一氏（前同窓会連合会事務局長）が出席しました。

高等学校同窓会の動向 地区支部同窓会等の動向

　短大同窓会ではⅡコースの記念誌を作成中です。黒澤酉蔵園長
の実学教育の実践という強い意志のもと創設されたⅡコース20
年間の軌跡を記録するものです。
　内容は、第１編が、あいさつ、Ⅱコースの創られた経緯、教育内
容、教職員の記憶、年表など。第２編が、卒業生の思い出、寮の思い
出、座談会、活躍する卒業生、写真集など。第２編を担当するⅡ
コース編集委員会では、卒業生の思いが詰まった記念誌にしたい
と考えています。
　後日、人選をさせていただき、寄稿、座談会出席、取材のお願い
をする予定です。ご協力をお願いいたします。
　なお、「卒業生の思い出、寮の思い出」のページに寄稿ご希望の
方は１月16日までに下記の同窓会事務局へご一報ください。編
集委員会より改めてご連絡いたします。
　また、自治会誌「心友」２～17号、寮誌「ふみあと」２～５号以
外、その他写真・資料をお持ちの方も同窓会事務局までお知らせ
ください。

短期大学部同窓会の動向

・本年度から、大学同窓会校友会の組織一元化が実質的にスター
トし、入学時には新入生にパスケースが配られ、野村武会長が入
学式で歓迎のあいさつを述べました。
（詳細は校友会報21号をご覧ください）
・2011年度からの大学再編による学群学類移行記念事業が食品
科学科、また従来の学科での50周年記念事業が農業経済学科と
獣医学科でそれぞれ執り行われました。（獣医学科は別掲）

大学同窓会校友会の動向

1月  8日（木）
1月17日（土）
1月24日（土）
1月31日（土）
2月14日（土）
2月21日（土）
3月  1日（日）

緑風会（教員OB会）総会・懇親会
十勝支部（道５区）総会
胆振（伊達）支部（道２区）設立総会
九州地区沖縄県支部総会
近畿地区京都府支部総会
北空知支部（道２区）総会
根室支部(道５区)総会

今後の総会予定

⑮ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1）

　四国地区高知県支部（再構成）、北海道４区宗谷支部、近畿地区兵
庫県支部、中部地区三重県支部、四国地区香川県支部、中国地区鳥取
県支部が新たに結成されました。

支部設立関係

　６月15日（日）埼玉県支部との合同開催の形で関東東甲信越地区
同窓会（岡田勉会長）総会がさいたま市の別所沼会館を会場に34名
の出席で開催されました。
　８月23日（土）九州地区連合同窓会（古賀友英会長）が福岡ガーデ
ンパレスを会場に70名を超える出席者で開催されました。
　11月15日（土）北海道第三（道南）地区の同窓会が開催されました。

地区総会

　全国各地で開催された支部総会については紙面の都合上、下記の
同窓会ホームページ、QRコードからご覧ください。

支部総会

　今年度も職域OB会（教員OB会緑風会）、（開業獣医師OB会酪小
獣）や体育系クラブOB会、文化系クラブOB会、高校、短大、大学の同
期会が多数開催されております。詳細は同窓会ホームページからご
覧ください。

職域OB会・クラブOB会・同期会

日　時／2015年１月17日(土)11時～
会　場／帯広東急イン
議　題：支部総会　事業報告、事業計画審議　等、
　　　  終了後、昼食懇親会（会費3,500円程度）
講　演：講師　安宅一夫名誉教授　演題「北海道酪農昔ばなし」

同窓会連合会十勝支部総会のご案内

　住所変更された同窓生の方は、同窓会連合会事
務局までご連絡ください。
● TEL 011-386-1196 ● FAX 011-386-5987
● e-mail：rg-dosok@rakuno.ac.jp 
● 〒069-8501 江別市文京台緑町582
● http://rakuno.org/　ご覧ください。

お知らせとお願い

　十勝地区在住で総会・懇親会にご出席いただける方は、同封の返信用葉書
により、氏名、フリガナ、所属(大短高)、連絡先等と、「１月17日」「十勝支部総
会」と明記の上、１月９日(金)までにお送りいただくか
ac.jpまでご連絡をお願いします。

rg-dosok@rakuno.
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⑭ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1）

野生動物保護管理を学ぶためロシアへ

2011年　狩猟免許取得
2012年　生命環境学科卒業
2013年　狩猟管理学研究室研究生
　　〃 　　猟銃所持免許取得
2014年　酪農学研究科大学院入学

　大学では、森林学部の「狩猟動物捕獲技術実習」に参加しま
した。大学から車で１時間くらいの所にある猟区に行き、イ
ノシシ猟をしました。ロシアでは「ハンティング」はスポーツ
レジャーとして考えられているため、学生の猟銃所持率が高
く、学生17人中６人が狩猟免許と猟銃所持免許を持っていま
す。実習では自分の銃で狩猟を行っています。日本との大き
な違いを感じました。
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　大塚さんは、ロシアの狩猟制度や野生動物保護区の管理法・仕組みを
学び、日本との教育・研究プログラムの比較を論文にまとめるため、７月
30日から３カ月間、ロシアに留学しました。
　本学は2011年に、北海道銀行のロシア極東経済交流促進調査団に同行
して以降、ロシア極東農業大学との交流は継続され、2014年に本学と学
術協定を結びました。大塚さんも、日露青年交流センターの交流プログラ
ム等を通じて、毎年同大への短期学生派遣プログラムに参加しています。
　ロシアで学んだこと、今後の目標について話を聞きました。

大塚 裕之さん

酪農学研究科修士課程１年
狩猟管理学研究室（伊吾田 宏正准教授）

チャレンジする学生
Students to Challenge

同窓会だより
Alumni News

ロシア極東農業大学の実習

　猟区で現地の職員たちと共同生活をしながら、イノシシの
個体数調査や餌付けなど猟区管理業務の手伝いをしたことは
とても貴重な経験となりました。猟区の仕事は動物に関する
ことだけではなく、８割方肉体労働でしたが、仕事を通して現
地の人たちと親交を深められて、とても有意義な生活を送る
ことができました。畑の野菜と川魚と雨水で生活するような
本当に自然の中での暮らしで、とてもゆったりと時間の流れ
る美しい場所でした。職員の方が“Здесь все есть（ここ
には何でもある）”と言っていたのが印象的でした。今後は、自
然環境を守りつつ、しっかりと自然の営みも享受するロシア
の自然保護管理の事例を日本に紹介したいです。

今後の目標

初めてのアナグマ猟

　アナグマの研究をしている講師や学生たちと、初めてのア
ナグマ猟を体験しました。発信器を着けた猟犬を使って、巣
穴の中にいるアマグマを探索させ、発信音や鳴き声を頼りに
穴を掘って捕獲します。捕獲後は、研究データを取るため血液
採取や体のサイズを測り、穴の深さなどを調べ、資料にまとめ
ました。アナグマは、肉と脂肪が絶品でローストにしたり、脂
肪は牛乳と混ぜて、おいしくいただきました。

はく製学研究室で作ったはく製は、
大学内にある森林博物館に展示される

地元新聞に取り上げられました

http://www.kp.ru/daily/26300/3178036/ 



・女子ソフトボール部、春の選抜大会での全国制覇の快挙に伴う
祝賀会が４月26日（土）に、札幌市内のシェラトンホテルで開催
されました。
・第13回を数える酪農学園高等学校関東甲信越地区合同同窓会
が、11月22日（土）午後１時から酪農学園東京オフィス（東京交通
会館11階）を会場に開催されました。 本学からは榮忍校長、新谷
良一氏（前同窓会連合会事務局長）が出席しました。

高等学校同窓会の動向 地区支部同窓会等の動向

　短大同窓会ではⅡコースの記念誌を作成中です。黒澤酉蔵園長
の実学教育の実践という強い意志のもと創設されたⅡコース20
年間の軌跡を記録するものです。
　内容は、第１編が、あいさつ、Ⅱコースの創られた経緯、教育内
容、教職員の記憶、年表など。第２編が、卒業生の思い出、寮の思い
出、座談会、活躍する卒業生、写真集など。第２編を担当するⅡ
コース編集委員会では、卒業生の思いが詰まった記念誌にしたい
と考えています。
　後日、人選をさせていただき、寄稿、座談会出席、取材のお願い
をする予定です。ご協力をお願いいたします。
　なお、「卒業生の思い出、寮の思い出」のページに寄稿ご希望の
方は１月16日までに下記の同窓会事務局へご一報ください。編
集委員会より改めてご連絡いたします。
　また、自治会誌「心友」２～17号、寮誌「ふみあと」２～５号以
外、その他写真・資料をお持ちの方も同窓会事務局までお知らせ
ください。

短期大学部同窓会の動向

・本年度から、大学同窓会校友会の組織一元化が実質的にスター
トし、入学時には新入生にパスケースが配られ、野村武会長が入
学式で歓迎のあいさつを述べました。
（詳細は校友会報21号をご覧ください）
・2011年度からの大学再編による学群学類移行記念事業が食品
科学科、また従来の学科での50周年記念事業が農業経済学科と
獣医学科でそれぞれ執り行われました。（獣医学科は別掲）

大学同窓会校友会の動向

1月  8日（木）
1月17日（土）
1月24日（土）
1月31日（土）
2月14日（土）
2月21日（土）
3月  1日（日）

緑風会（教員OB会）総会・懇親会
十勝支部（道５区）総会
胆振（伊達）支部（道２区）設立総会
九州地区沖縄県支部総会
近畿地区京都府支部総会
北空知支部（道２区）総会
根室支部(道５区)総会

今後の総会予定

⑮ 酪農学園だよりvol.139（2015.1.1）

　四国地区高知県支部（再構成）、北海道４区宗谷支部、近畿地区兵
庫県支部、中部地区三重県支部、四国地区香川県支部、中国地区鳥取
県支部が新たに結成されました。

支部設立関係

　６月15日（日）埼玉県支部との合同開催の形で関東東甲信越地区
同窓会（岡田勉会長）総会がさいたま市の別所沼会館を会場に34名
の出席で開催されました。
　８月23日（土）九州地区連合同窓会（古賀友英会長）が福岡ガーデ
ンパレスを会場に70名を超える出席者で開催されました。
　11月15日（土）北海道第三（道南）地区の同窓会が開催されました。

地区総会

　全国各地で開催された支部総会については紙面の都合上、下記の
同窓会ホームページ、QRコードからご覧ください。

支部総会

　今年度も職域OB会（教員OB会緑風会）、（開業獣医師OB会酪小
獣）や体育系クラブOB会、文化系クラブOB会、高校、短大、大学の同
期会が多数開催されております。詳細は同窓会ホームページからご
覧ください。

職域OB会・クラブOB会・同期会

日　時／2015年１月17日(土)11時～
会　場／帯広東急イン
議　題：支部総会　事業報告、事業計画審議　等、
　　　  終了後、昼食懇親会（会費3,500円程度）
講　演：講師　安宅一夫名誉教授　演題「北海道酪農昔ばなし」

同窓会連合会十勝支部総会のご案内

　住所変更された同窓生の方は、同窓会連合会事
務局までご連絡ください。
● TEL 011-386-1196 ● FAX 011-386-5987
● e-mail：rg-dosok@rakuno.ac.jp 
● 〒069-8501 江別市文京台緑町582
● http://rakuno.org/　ご覧ください。

お知らせとお願い

　十勝地区在住で総会・懇親会にご出席いただける方は、同封の返信用葉書
により、氏名、フリガナ、所属(大短高)、連絡先等と、「１月17日」「十勝支部総
会」と明記の上、１月９日(金)までにお送りいただくか
ac.jpまでご連絡をお願いします。

rg-dosok@rakuno.
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野生動物保護管理を学ぶためロシアへ

2011年　狩猟免許取得
2012年　生命環境学科卒業
2013年　狩猟管理学研究室研究生
　　〃 　　猟銃所持免許取得
2014年　酪農学研究科大学院入学

　大学では、森林学部の「狩猟動物捕獲技術実習」に参加しま
した。大学から車で１時間くらいの所にある猟区に行き、イ
ノシシ猟をしました。ロシアでは「ハンティング」はスポーツ
レジャーとして考えられているため、学生の猟銃所持率が高
く、学生17人中６人が狩猟免許と猟銃所持免許を持っていま
す。実習では自分の銃で狩猟を行っています。日本との大き
な違いを感じました。
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　大塚さんは、ロシアの狩猟制度や野生動物保護区の管理法・仕組みを
学び、日本との教育・研究プログラムの比較を論文にまとめるため、７月
30日から３カ月間、ロシアに留学しました。
　本学は2011年に、北海道銀行のロシア極東経済交流促進調査団に同行
して以降、ロシア極東農業大学との交流は継続され、2014年に本学と学
術協定を結びました。大塚さんも、日露青年交流センターの交流プログラ
ム等を通じて、毎年同大への短期学生派遣プログラムに参加しています。
　ロシアで学んだこと、今後の目標について話を聞きました。

大塚 裕之さん

酪農学研究科修士課程１年
狩猟管理学研究室（伊吾田 宏正准教授）

チャレンジする学生
Students to Challenge

同窓会だより
Alumni News

ロシア極東農業大学の実習

　猟区で現地の職員たちと共同生活をしながら、イノシシの
個体数調査や餌付けなど猟区管理業務の手伝いをしたことは
とても貴重な経験となりました。猟区の仕事は動物に関する
ことだけではなく、８割方肉体労働でしたが、仕事を通して現
地の人たちと親交を深められて、とても有意義な生活を送る
ことができました。畑の野菜と川魚と雨水で生活するような
本当に自然の中での暮らしで、とてもゆったりと時間の流れ
る美しい場所でした。職員の方が“Здесь все есть（ここ
には何でもある）”と言っていたのが印象的でした。今後は、自
然環境を守りつつ、しっかりと自然の営みも享受するロシア
の自然保護管理の事例を日本に紹介したいです。

今後の目標

初めてのアナグマ猟

　アナグマの研究をしている講師や学生たちと、初めてのア
ナグマ猟を体験しました。発信器を着けた猟犬を使って、巣
穴の中にいるアマグマを探索させ、発信音や鳴き声を頼りに
穴を掘って捕獲します。捕獲後は、研究データを取るため血液
採取や体のサイズを測り、穴の深さなどを調べ、資料にまとめ
ました。アナグマは、肉と脂肪が絶品でローストにしたり、脂
肪は牛乳と混ぜて、おいしくいただきました。

はく製学研究室で作ったはく製は、
大学内にある森林博物館に展示される

地元新聞に取り上げられました

http://www.kp.ru/daily/26300/3178036/ 
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　正しいと分かっていながら行動に移せず、正しくないと分かっていながら行動に移してしまうことはないでしょ
うか。間違ったことを行動に移してしまった結果、「あの時に正しいことを行動に移していれば…」と後悔してしまう
こともあります。
　聖書には、御言葉（正しい教え）を行動に移すことが大切だと書かれています。それは、時間をかけて準備して
きたことが無駄になったとしても、間違いが見つかった時には、悔い改めて正しい方向に向き直すことこそ、後悔
のない決断となることを聖書は私たちに教えています。
　新しい年の始めに、御言葉に照らされた方向がどこにあるのかをしっかり見つめなおしてみませんか？御言葉
の方向に行うことができたなら、2015年の年末を迎えた時に、多くの喜びが与えられたことに気付くはずです。

とわの森三愛高等学校　宗教主任　肥田信長聖句解説 Vol.139
2015.1.1

発行：学校法人酪農学園
　　　　酪農学園大学／大学院／とわの森三愛高等学校
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　　　　E-mail：koho＠rakuno.ac.jp
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御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、
　　　　　　　　　　　聞くだけで終わる者になってはいけません。

ヤコブの手紙 １章22節
聖句

Green Stage　～肉畜生産ステーションの日本短角種～牛を追う学生～
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９回三愛賞・第５回特別三愛賞
授賞式を開催第

(3) 異　　動 教育ｾﾝﾀｰ教務1課 主 任 主 事大　学

(2) 昇　　格

中　野　亮　子
（前.教育ｾﾝﾀｰ教務2課主任主事）

教育ｾﾝﾀｰ教務1課 主 事 蓑　島　ゆかり
（前.事務局総務課主事）

環 境 共 生 学 類 助手(嘱託) 白　鳥　聖　也大　学(1) 採　　用
2014年12月１日付け発令

清　野　貴　志農 事 課 主 任 技 師事務局(1) 採　　用
2015年１月１日付け発令

管 財 課事務局 佐　藤　絵里子
（前.教育ｾﾝﾀｰ教務1課課長補佐）

課 長

(2) 昇　　格 大　学
（前.教育ｾﾝﾀｰ教務1課主任主事）

浅 井 太 一課 長 補 佐

准　教　授 大　塚　浩　通大　学(1) 採　　用
2014年10月１日付け発令

助手(嘱託)
課　　　長

窪　田　千　穂
佐々木　　　淳

大　学（1） 退　　職
2014年９月30日付け発令

(2) 兼務解任

教育ｾﾝﾀｰ教務1課

獣 医 学 類

環 境 共 生 学 類
教育ｾﾝﾀｰ教務2課

次長 ( 財 務 担当 )事務局 加　福　幸　枝
管財課課長の兼務を解く

人の動き

　11月３日、本学において、今年度の名誉教授の称号授与式が
行われました。名誉教授に就任した以下の10名に千場信司学長
から称号が授与されました。

金田 隆一氏、小阪 進一氏、村岡 範男氏、加藤 清雄氏、泉澤 康晴氏、
市川 治氏、松中 照夫氏、森川 純氏、上田 純治氏、篠崎 志朗氏

誉教授称号授与式を実施名

　獣医学科同窓会が顕著な活動を行った同窓生を表彰する、第
９回「三愛賞」及び、第５回「特別三愛賞」の授賞式が10月10日、
本学学生ホールにおいて開催され、南繁獣医学科同窓会会長よ
り、第９回「三愛賞」を受賞した鶴林正貴氏（アグロジャパン学術
部部長、獣医学科1968年卒業・第１期）と、第５回「特別三愛賞」
を受賞した本学の川上善三名誉教授（獣医学科 獣医微生物学教
室1990年3月退任）に、賞状と盾が贈られました。

014年度第23回
ホームカミングデーを開催2

　今年度で第23回となったホームカミンデーが、９月13日に
開催されました。
　11時30分から本学で生産された食材などを使った野外バー
ベキューランチ、13時30分から黒澤記念講堂で記念礼拝と記
念講演が行われ、卒業生や教職員約150名が集まり、懐かしい恩
師や友人との交流を楽しみました。
　記念礼拝は、榮忍とわの森三愛高等学校校長の司式によって
行われ、榮校長が「何を知っているのかが問われる」をテーマに
奨励を行い、最後に、全員で酪農讃歌を合唱しました。
　記念講演は、本学の酪農学科４期生で、38年間に渡り農業高
校の教員を務め、現在は酪農とちぎ農業協同組合の技術顧問と
して活躍する齊藤達夫氏が、「牛飼い教員のあゆみ」と題して講
演を行いました。

酪農学園のお知らせ
Information


