


ー厳しさが具体化される年ー

２１世紀の２年目を迎えました

が、昨年は国内外で世の中を震

撼させる予期しないさまざまな

出来事が起こりました。この変

化の激しい先行き不透明な時代

にあって、教育を取り巻く環境

もまた厳しいものがあります。

今年はその激しい変化の嵐が、

目に見える形で具体化される年

となることが予想されています。

私たちは今、社会で起こるす

べての事象が教育を含めて大き

な転換期にあること、これまで

の考えや常識というものが通用

しないパラダイムの大転換に身

を置いていることに目を背ける

ことなく直視し、今までにない

決意を持って自らの手で新しい

時代を切り拓いていかねばなら

ないことを痛感しています。

ー創立の原点を見据えてー

日本中を騒がせ、今、深刻な

問題となっているＢＳＥ（牛海綿

状脳症）は、本学の教育理念や

教育の根本、食料の生産や食の

安全・あり方、さらには環境問

題にもかかわるものとして捉え

ており、今こそ本学の教育理念

や目的・使命、とりわけ理念の

中身というものが再認識され、

見詰め直され、問われなければ

ならないと考えます。

このことはまた、本学が伝統

を持つ特色ある私学として創立

者の建学の精神を持ち続け、し

かもその形を現実の時代や状況

に整合させながら生々と発展さ

せていくチャンスが、今まさに

来たということにおいて、希望

と自信を持ってこの問題をしっ

かりと認識しなければならない

のであります。

社会環境が大きく、かつ早い

スピードで変化しているこの不

安定、不透明な時代にあるから

こそ、本学独自の「価値」や「シ

ステム」を生み出すチャンスと

もなり得ることを考えなければ

ならないのであります。

ー変わることへの勇気をー

酪農学園には他の学校にはな

い明確な「理念」「コンセプト」

「ミッション」があります。

本学が使命と展望を持って前

進するには、全役職員が共に同

じ目的に向かい、本学独自の

「価値」を創造するために「ど

のような教育を行うか」が経営

理念とならなければならない

し、またこれが建学の精神でも

あり、その最終目標は「良い教

育」の実践にあることを改めて

考える必要があります。

単に伝統に甘んじ、過去から

の連続感によっては本学の歴史

ある伝統の意味は理解されませ

ん。

はじめに創造されたものが再

び創造されることによってのみ

伝統が生じ、歴史が創られてい

きます。しかも、歴史は創られ

るものではなく、後の世の人々

の価値観によって創られるとい

う意味では、今の伝統の担い手

である現在の役職員、学生生徒、

さらには卒業生の自覚と行動

は、学園の将来を左右するもの

と強く感じています。

私たちの体に染み込んだ伝統

は、私たちの新しい「創造活動」

によってのみ生かされ、これこ

そが伝統を活性化する唯一の道

であるという共通意識を持つこ

とは、極めて大切であると考え

ています。

２００２年の初めに当たり、改め

て建学の精神の再確認と一層の

深化を図りつつ、今年は文字通

りの正念場。不退転の決意で、

何事にも前向きに、勉強する意

欲を持って仕事に取り組んでま

いりましょう。

伝統の再創造を…！

－新しい「創造活動」の実践に期待－ 理事長

平尾　和義

「健土健民」の精神を
守り続けます

本学園と同じ創立者を戴き、同
じ「健土健民」という精神を社是
として運営されているはずの雪印
食品による最近の不祥事は、社是
を否定する極めて残念な行為であ
ります。私たち酪農学園の役職員
一同はこうした流れと一線を画
し、創立者・黒澤酉蔵先生が提唱
した精神の具現化のために汗を流
し、社会に貢献できる人材の育成
に一層の努力をしてまいります。
今後ともよろしくご支援、ご指
導くださいますようお願い申し上
げます。



酪農学園大学・同短期大学部

と札幌学院大学、北星学園大学、

北海道浅井学園大学・同短期大

学部の札幌圏４大学・２短大は

このほど、本格的な単位互換制

度（札幌圏大学・短期大学間に

おける単位互換に関する協定＝

Ｇｒｅｅｎ-Ｃａｍｐｕｓ）をスタート

させることで合意、１１月３０日に

札幌ガーデンパレスで各大学の

学長らが出席して調印式を行い

ました。これは、大学教育の将

来像について協議してきた各大

学がそれぞれの交流と協力を促

進し、学生に幅広い学修機会を

提供するとともに、一層の教育

内容の充実を図ることを目的

に、一昨年１２月から検討してき

たものです。

具体的には４大学・２短大に

所属する学生は、まず各々の大

学・短大が開講する希望科目を

選択して申し込みます。対象と

なる学生は各大学・短大とも全

学部の２年次以上で、予定単位

互換科目数は約４００科目。履修

できる単位数は年間１０単位まで

で、修得した科目は所属大学・

短大の卒業単位として認定され

ることになります。なお、同制

度を利用する学生は、各大学・

短大の図書館等の施設を自由に

利用することが可能となります。

調印式で４大学・２短大を代

表してあいさつに立った酪農学

園大学の大谷俊昭学長は「道内

でも本州の大学との間で単位互

換協定を結んでいる大学もある

が、この協定は学生が気軽に利

用してこそ初めて価値がある。

同じ通学範囲内、近隣の大学間

での単位互換協定は大きな意味

を持っている」と今回の協定の

意義を強調しました。

さらに「（現段階でも）道内の

残る私大からも参加の打診がき

ている」とした上で「お互いの

大学・短大の利点を生かしなが

ら、協力関係を構築するのは時

代の流れ。学生により幅の広い

メニューを提供していくには、

より多くの大学･短大の連携が

必要である。札幌圏の私大を糾

合し、もっと大きな和にするこ

とが目標」と同協定の拡充に対

して強い意欲を示しました。

酪農学園大学は１０月３１日、韓

国の国立研究機関である「韓国

食品開発研究院」と研究者の相

互交流や共同研究などを目的と

する学術交流協定を締結、江別

市の酪農学園本館で調印式を行

いました。

韓国食品開発研究院は１９８８年

に設立され、ソウル郊外の城南

市に位置しています。食品加工、

食品マーケティング、食品生化

学、食品品質管理の４研究部門

に１５の専門分野を設置、“食”に

関する総合的な研究を行ってい

ます。この学術交流は、本学酪

農学科を卒業、同大大学院を修

了した李南赫（Ｎａｍ-Ｈｙｏｕｃｋ

Ｌｅｅ）氏が現在、同研究院に研

究者として在職していることが

きっかけとなりました。

調印式の席上、大谷俊昭学長

は「現在、日本を揺るがしてい

るBSE（牛海綿状脳症）に限ら

ず、食品の問題はどんなに小さ

なことでも国民全体、世界が注

目する大きな問題となる。今後、

お互いが活発に交流し、食品を

めぐる諸問題を解決していきた

い」とあいさつしました。

一方、同研究院の姜洙基院長

も「食品に関する研究は近年、

環境や家畜、飼料なども含めた

ものとなり、その役割は拡大・

多様化している。今後はお互い

に協力関係を構築する中で積極

的に共同研究に取り組み、食品

に関する技術を高めていきたい」

と強調しました。

同協定の締結により今後、両

機関の間で、①学術資料、刊行

物および情報等の相互提供、②

研究者の相互派遣、③共同研究

の実施、④セミナーや学術会議

等の開催を展開していきますが、

来年には早速「高圧により食肉

の熟成を早める技術」に関する

共同研究を行う予定です。

本学環境システム学部の坂本

与市教授（前短大学長）がこの

ほど、北海道社会貢献賞（私学

振興功労者）の栄誉に輝きまし

た。この賞は私学教育の向上に

専心し、北海道の私学振興に多

大な貢献をされた教育関係者を

表彰し、その功に報いることを

目的としています。

坂本教授は、北海道での寒冷

地農業の確立は「農業・酪農の

科学的研究とそれを担う農業関

係青年者の高等教育を推進する

ことが必要」とした酪農学園の

理念に共鳴、野幌機農高等学校

の教諭としてその運営に参画、

それ以来４０数年にわたり学生教

育に心血を注ぎ、同教授の昆虫

学を専攻し、巣立った学生は全

国に５００数十人を数えています。

また、酪農学園評議員・理事とし

て私学教育・研究の諸条件の整

備拡充、発展に尽力するととも

に、日本私立短期大学協会代表、

北海道文理科短期大学学長を歴

任するなど、北海道の私学教育

の発展に貢献した功績は顕著で

ある―と紹介され、その実績が

高く評価されました。

１１月１３日に札幌ガーデンパレ

スで行われた表彰式には、奥様

の昭子夫人と２人で出席。これ

までのご自身の足跡を振り返り

ながら、感慨無量の表情で表彰

状を受け取っていました。

坂本与市教授が
北海道社会貢献賞
を受賞

札幌圏４大学２短大、
本格的な単位互換
制度を来年度から
スタート

韓国食品開発研究
院と学術交流協定
を締結



日本の公害問題の原点と言わ

れる足尾銅山鉱毒事件で、被害

農民救済のために田中正造氏が

明治天皇に直訴してから１００年

になることを記念した「谷中村

救援大行進」が１１月３日、茨城

県古河市で行われました。

当時、田中正造氏と行動を共

かで、和やかな中にも格式ある

祝賀会でした。

記念行事も無事終了し、各界

より讃辞のお言葉をいただきま

したが、これも酪農学園、ＰＴＡ、

同窓会等の絶大なる協力のおか

げと感謝致します。

とわの森 
三愛高等学校 

 

大学・大学院 
短期大学部 

本学農業経済学科・農業政策

学研究室（工藤英一教授）はこ

のほど、江別市の大麻銀座商店

街の空き店舗を利用してリサイ

クルショップ「クラスタークラ

ブ」を開店しました。これは商

店街に関する調査活動を行って

きた同研究室の学生１２人が、同

商店街の協力を得て実習の一環

として企画したものです。

１０月２７日にオープンした同シ

ョップの営業時間は毎週土曜日

の午前１１時から午後７時で、市

民や学生から譲り受けたリサイ

クル品や本学製造のハムやソー

セージなどを販売しています。

店長を務める石田康幸さん

「田中正造直訴100年
記念大行進」で
黒澤学園長に招待状

農業政策学研究室が
空き店舗を利用して
リサイクル店を開店

「２１世紀、新たな歴史と出逢

う旅～伝えよう真実・創ろう平

和な未来」をメインテーマに、

本校普通科２年生の修学旅行が

１０月２４日～２９日の６日間にわた

って行われました。

今回の修学旅行は昨年９月に

米国で起こったテロ事件の影響

を随所に受けました。特に旅行

直前になっての沖縄から長崎へ

のコース変更は非常に残念でし

たが、そのおかげでめったに聞

１９９１年４月、学校法人・酪農

学園の同じキャンパスにあった

二つの高等学校を統合、新生・

とわの森三愛高等学校が誕生し

ました。以来、普通科・英語

科・酪農経営科の３学科編成で

１０年が経過し、多くの卒業生が

巣立ち、各分野で活躍しており

ます。また、学校においてもク

ラブ活動、進路関係、ボランテ

ィア活動等に多くの実績を残し

ました。これもひとえに関係各

位のご協力、ご指導の賜物であ

「１０周年記念式典」を
盛大に開催 普通科２年生京都・

長崎等に修学旅行
ると心から感謝しております。

さて、本校では統合１０周年を

記念し、ＰＴＡ、とわの森三愛

高等学校同窓会、機農会、三愛

会の賛同を得て、昨秋、「１０周

年記念行事」を実施しました。

９月１２日に実施した演劇公演

（わらび座による「龍姫」）の一

般公開には６００人を超える観客

が集まり、演劇の素晴らしさを

堪能していただき、また１１月１６

日に行ったパイプオルガンの夕

べには７００人近くの聴衆が本校

の礼拝堂を埋め尽くし、本校吹

奏楽団とオルガニストのフ

ァン・マリア・ペドレロ氏の

演奏に魅了されていました。

そして、メインイベント

となる１０周年記念式典・祝

賀会は１０月１３日に行われ、

式典には８００人余りの人が参

加しました。ハンドベルの

前奏後、平尾和義理事長、村山

昭二校長があいさつ。厳粛な雰

囲気の中、礼拝形式で式は進行

し、最後は吹奏楽団による演奏

で終了しました。参加者全員に

深い感動と、今後の本校に対す

る大きな期待と夢を与えたこと

と思います。

また、祝賀会は３００人の参列者

を琴の演奏で各席にお招きし、

町村信孝元後援会長の祝辞、本

校紹介のビデオ上映、バトン部

によるパフォーマンス、教員有

志による弦楽四重奏など、華や

にした１人に本学の創立者・黒

澤酉蔵翁がいたことから、この

大行進に翁の長男である黒澤力

太郎学園長に招待状が届きまし

た。しかし、黒澤学園長の健康

上の理由から、代わりに次男の

黒澤信次郎氏（サツラク農協元

組合長）が出席、歴史的行進を

行いました（本学から安藤功一

教授も随行しました）。

この大行進では、１９０１年１２月

被害農民救済視察団の一行（約

地の谷中村に向かった姿を再現、

ＪＲ古河駅から渡良瀬川堤防ま

での約３Ｋｍを総勢２,０００人超の

人たちでパレードしました。

来賓あいさつした黒澤氏は

「父・酉蔵が１６歳で田中正造氏に

感動し、行列に参加してから１００年。

息子の私が行進に参加できて感

動している。父を偲んで歩かせ

てもらう」と力強く述べ、会場

に集まった人たちから万雷の拍

手を受けていました。

（３年）は「今後は講演会や各種

イベントなどを催し、そうした

活動を通して江別市民との交流

をもっと深めていきたい」と目

を輝かせています。また、指導

教員の工藤教授は「さまざまな

企画を地域に発信することは、

将来的に各地域で社会人として

活躍する上で重要な要素の一つ」

と実学教育の効果に期待すると

ともに、「学生が社会とかかわり、

まちおこし運動の一端を担うこ

とは地域に存在する大学の役割

である」と強調します。

商店街活性化の力強い味方と

して期待を集めるこの学生の活

動に今、江別市民からも熱い視

線が注がれています。

２７日に内村鑑三を団長とする

１,１００人）が古河停車場から被災



を一層強力に推し進める考えを

示しました。

酪農学園大学酪農学部および

同短大部は１０月１８日、学生によ

り分かりやすい授業等を提供す

ることを目的に「学生と教員と

の対話集会」を開催しました。

これは昨年５月に教育・研究推

進委員会を発足、授業の改善等

に取り組む同学部が「学生の生

の声を聞いて改善の一助にしよ

う」と実施したものです。

集会では「授業の良い点や不

満な点、改善点」の意見を皮切

りに「履修登録や授業の理解度」

「授業方法」「ゼミ配属」「試験時

の問題」「学費の問題」など、出

席した３３人の学生から普段疑問

に思っていることについて率直

な意見が述べられました。こう

した学生たちの声に先生方も熱

心に回答、今後の課題となる意

見については前向きな姿勢で受

け止めていました。

最後に教育･研究推進委員会の

山本克博委員長から「対話集会

の継続」が提案されると学生た

ちも拍手で賛同、お互いに実り

のある集会となりました。

今回の対話集会について鮫島

邦彦酪農学部長は「このような

機会を学生たちも望んでいたん

だ―と改めて実感した。私たち

が気づかなかったことも提案さ

れたので、こうした意見を参考

に今後の学部教育の改善に取り

組んでいきたい」と酪農学部に

おける教育・研究の改善と推進

酪農学園キャンパス内経由の

定期路線バスが昨年８月から試

験運行を開始していますが、学

生や教職員、江別市民などから

「便利になった」「美しい酪農学

園のキャンパスに感動した」と

好評を博しています。

このバス（夕鉄）は現在、往

復２０便（全６０便）が運行してい

ますが、今年４月からは本格運

行に移行する予定です。キャン

パス内の中央館前に位置するバ

ス停「酪農学園」（冬期間は酪農

学園本館前）で停車しますが、

既に学生や教職員の貴重な足と

して、しっかりと定着した感が

あります。

バス利用に切り替えたという

道内の大学で初の試み
「学生と教員との対話
集会」に、学生からも
賛同の声 酪農学園内経由の

定期路線バスが運行

酪農経営科３年生の酪農研修

旅行が、１０月２９日から６日間の

日程で行われました。今回は米

国同時多発テロの影響で海外研

修を中止し、道内の酪農家を訪

問・見学することになりました。

建学の精神である「三愛精神」

発祥の地・デンマークで１８回の

研修旅行を積み重ねてきた私た

ちにとって、今年の中止は残念

酪農経営科３年生は
北海道酪農研修旅行

くことのできない原爆体験者の

お話を聞くこともでき、貴重な

体験をすることができました。

前半の奈良では春日大社・薬

師寺、京都では金閣寺･銀閣寺･

二条城などをめぐり、日本の伝

統や文化、歴史を学びました。

その後、昨年３月にオープンし

たばかりのユニバーサル・スタ

ジオ･ジャパンを体験し、フェリ

ーにて長崎へと向かいました。

長崎では大浦天主堂・グラバ

ー園を回った後、活水中学・高

等学校では礼拝を守り、原爆を

体験された城臺美彌子先生のお

話を聞きました。涙ながらに話

される真実に原爆の恐ろしさ、

戦争の悲惨さ、平和の尊さをし

っかりと学ぶことができました。

その後、原爆資料館、原爆落下

中心地・平和公園を回り、千羽

鶴とお花を捧げました。そして、

極まりないことでした。しかし、

この北海道の大地でもその精神

に学んで、実践に取り組む多く

の先達者がいらっしゃいます。

今回の研修旅行は、その現場に

学ぶ旅行となりました。

ご存知のように北海道酪農の

現状は、乳価低迷、口蹄疫やＢＳＥ

問題、ふん尿処理やその他の困

難に直面する厳しい状況にあり

ます。この現実に真正面から取

り組む酪農家を見学できたこと

は、生徒にとって大きな刺激と

なりました。乳質にこだわり、

生乳生産から乳製品加工に挑む

酪農家。飼養形態にこだわり、

乳牛の個体管理に力を入れてい

る酪農家。規模拡大を目指し、

施設設置から管理までを工夫す

る酪農家。ＥＴ（受精卵移植）

によって、より能力の高い乳牛

を開発することを目指す酪農家

オランダの情緒あふれるハウス

テンボス、古代の都・吉野ケ里

遺跡を見学し、最後は福岡市内

を散策して北海道に戻りました。

突然のコース変更や盛りだく

さんの行程ではありましたが、

その分得るものも多く、充実し

た有意義な時間を過ごすことが

できたものと思います。

など、大変勉強になりました。

将来、酪農後継者となるべく学

んでいる生徒たちの目は輝き、

熱心に見学をし、説明を受けて

いました。

今回の研修旅行では、その多

くの訪問･見学先が私たちの大先

輩に当たる機農高校・酪農大の

卒業生であったことも大いに励

みとなりました。今回の研修旅

行に際してご尽力くださった多

くの方々、特に突然の訪問にも

かかわらず、熱く酪農への思い

を語り、ご指導くださった皆様

に心より感謝申し上げます。

ある学生は「以前は徒歩や自転

車を利用して通学していたので、

特に雨や雪の日などの通学は大

変でした」とした上で「バスは

講義棟の近くに停車してくれる

ので便利だし、通学時間の短縮

にも役立っています」と笑顔で

語ります。また、一般の乗客も

「いつもは道路縁から酪農学園を

眺めているだけでしたが、車窓

から見えるキャンパス内は想像

していた以上にきれいですね。

四季の移り変りを実感できる緑

豊かなキャンパスで、特に昨秋

の紅葉時期は木々が美しく染ま

り感動しました」とその景色を

大いに楽しんでいるようです。



ー最初に興部町農業の概要に

ついて教えてください。

「ここ興部町は、オホーツク

海に面した酪農と漁業を基幹産

業としたマチです。現在、町の

人口は約５,０００人。このうち農家

戸数は１１０戸で、すべての農家が

酪農業を営んでおります。耕地

面積は町全体で６,３５０ｈａで、乳

牛頭数は１万１,０００頭程度。農家

１戸当たり平均では経営面積が

約５６ｈａ、乳牛飼養頭数が約１１０

頭で、北海道平均を大きく上回

るオホーツク型の草地酪農を展

開しています」

ー「オホーツク農業科学研究

センター」を設置した目的と、

その機能とは何ですか。

「本研究センターは、２１世紀

の地域農業および農村活性化に

向けた支援機関として平成４年

１０月に設立されました。その目

標は、①地域農業のシステム化、

②地場資源の高付加価値への挑

戦、③新しい農村づくりの３つ

で、これらを具体化していくた

めに、土壌分析と診断、飼料分

析と給餌診断、産乳能力検定、

血液分析と診断、農畜産物の加

工・開発、農業情報の収集と提

供、人材育成という７つの機能

を有しています。これらを総合

的に検討し、酪農家に有益な情

報をフィードバックすることを

目的としています」

ーまさに試験場並みの機能で

すが、日常業務を通して感じて

いることはありますか。

「昨秋、町内の全圃場から

２,０００サンプルに及ぶ土壌を採取

しました。現在、その分析を行

っている最中ですが、農業の基

本は“土づくり”だということ

を改めて実感しましたね。特に、

近年は大型機械の利用によって

地層を含めた土の状況がかなり

悪くなっています。また、堆肥

を入れなければいけない所に入

っておらず、入れなくてもいい

所が過剰になっている草地も数

多く見られます。今後は家畜の

ふん尿処理問題を含めた中で、

町全体の草地に適正量の有機質

肥料をいかに散布していくかー

が大きな課題だと思います。

そういう意味では、酪農学園

の建学の精神“健土健民”“循環

農法”の大切さを今、改めて実

感しているところです」

ー地域農業の活性化が叫ばれ

ていますが、興部酪農が目指す

姿とは…。

「酪農に関する知識や技術は、

多くの酪農家が既に高いレベル

にあります。これからやるべき

ことは、地域農業をシステム化

することだと思います。自分に

できること、他人や組織に任せ

ること。これをしっかりと分け

て考える時代だと思います。

また、どういう形であっても、

これ以上の酪農家の経営離脱を

食い止めなければいけません。

地域があって個人が存在します。

地域を形成していけるような農

業システムの形、それを模索し

ていかなければいけないでしょ

う。もう一方では、新規就農者

の存在が地域の活性化に大きな

影響を与えていることも事実で

す。こうした新しい風にも期待

したいですね」

ーところで、岡崎所長は短大

酪農科Ⅱコースの卒業ですが、

在学中の思い出は…。

「Ⅱコースの教育システムは、

夏期の農繁期にはそれぞれの自

家農業経営に従事し、冬期の農

閑期に大学での授業が行われる

というユニークなものでした。

当時は機械化が進んでいなかっ

たので、夏場は猫の手も借りた

いほど農家は忙しかったからね。

特に府県から来ている学生は勉

強熱心で、みんな真剣でしたね。

でも、遊ぶ時は大いに羽を伸ば

していましたよ」

ー最後に農業、酪農を学ぶ学

生たちにメッセージを…。

「農業を勉強するからには、

腰を引かないで真剣に取り組ん

でもらいたいですね。例えば、

牛の管理でも腰を引いた対応で

はケガをします。真剣に取り組

めば、それに応じた答えが必ず

出てきますよ。

また、酪農学園大学の場合、

農家実習が必修科目だと聞いて

います。こうした農業実習や農

村調査で、どんどん生産現場に

足を運ぶことが大切だと思いま

す。そうした経験が必ず、将来

生きてきます。学生が自分から

農家に飛び込むのはなかなか難

しいので、大学がそうした機会

を与えてやることも必要だと思

いますね。

将来、地域農業を担う後輩た

ちの活躍に期待しています」

P R O F I L E

“健土健民”の大切さを
今、改めて実感

興部町立オホーツク農業科学研究センター　所長

岡 崎 友 太 郎さん
短大酪農科Ⅱコース第９期生

（昭和４９年度卒業）

【プロフィール】
オホーツク農業科学研究センター

所長　岡崎友太郎さん
昭和２２年５月８日生まれ、北海道興部町
出身。妻と子供３人の５人家族。地元の
興部高校を４１年３月に卒業後、同年４月に
興部町農協に就職し、家畜人工授精業務
を担当する。４７年４月に農協を休職して
酪農学園短期大学酪農科Ⅱコースに入
学、５０年３月卒業。同年４月に農協に復
職、再び人工授精業務を担当。５４年４月
営農課、６１年７月生産資材課長、平成２年
４月営農部長、平成７年１２月から現職
（興部町農協から出向）。趣味は野球で、
同農協の野球チームの監督を務めるほ
か、年間約１５試合を行う町内野球チー
ム「サーティーズ」のセンターで６番を
打つ中核選手。一昨年には審判の資格も
取得したほどの野球好き。５４歳。



催。今後の活動と運営などにつ

いて討議し、また来賓者からご

あいさつをいただくとともに代

議員との交歓交流を行い、有意

義に終了致しました。

酪農学園短大創期・第１期卒

業生と当時の先生（長谷川、細

川、牛島の各先生）による同窓

会が１月１４日、東京都で開かれ、

「学園の役割と将来発展」につ

いて意見の交流交歓を行い、有

意義に終了致しました。

支部同窓会では、東京支部の

｢白樺会セミナー｣が９月２３日に

東京都において、同じく福島支

部は１１月１０日に郡山市において、

それぞれ関係の先生方が出席し

開催されました。

機農会同窓会は１１月１２日、江

別市において総代会と学習懇談

会を開きましたが、本学から黒

澤力太郎学園長、高橋会長、村

山昭二校長が出席しました。

周年を迎えての総代会として開

の展望について｣、酪農学科の

松中照夫教授が｢循環型農業の

土壌肥沃度を考える｣をテーマ

に講演を行いました。総会では

出席した高橋会長、須田後援会

常務があいさつし、会員との忌

憚のない意見交換を行うなど、

有意義に終了しました。

福島県支部同窓会が１２月２日、

郡山市において開催され、本学

から高橋会長、須田後援会常務

が出席しました。

総会では両氏から酪農学園に

対する理解と協力、支部活動の

ますますの発展を祝してのあい

さつがありました。また、総会

の審議終了後には学習会が行わ

れ、福島県食肉衛生検査所の足

立公憲係長と県北家畜保健衛生

所の小林雄治氏から｢牛海綿状

脳症（ＢＳＥ）｣について課題の

提起をいただき、研修と学習会

の全日程を終了致しました。

獣医学科の同窓会が９月５日、

札幌市において同学科同窓生有

志および在職の教職員により、

既に退官された山下正亮先生が

水戸市永住するのを機に開かれ

ました。

また、９月１日には第２３期卒

業の１０周年同窓会が本学と定山

渓において、９月２１日には第５

期卒業の３０周年記念同窓会が本

学と登別市で開催されました。

静岡県支部同窓会は１１月１１日、

浜松市において総会と学習会を

開き、本学から高橋節郎同窓会

連合会会長、安宅一夫短大部学

長、須田利明後援会常務(東京

事務所長)が出席しました。

最初に３氏から「酪農学園の

現況と展望」「同窓会への協力」

についてのあいさつがあり、そ

の後、議案と今後の同窓会活動

などを審議しました。学習会で

は会員と活発に意見交流を行い、

有意義に終了致しました。

近畿支部同窓会は１１月１８日、

大阪市において生涯学習講座と

学習交流会を開催しました。

生涯学習講座では、本学から

大谷俊昭学長が「情報技術と経

営について」をテーマに講演し

ました。なお同支部では、これ

までに３回にわたって学習講座

を開催しております。

栃木県支部同窓会は１１月３０日、

西那須野町で酪農セミナーを、

塩原町で総会を開催しました。

今回のセミナーは酪農指導者、

一般酪農家も対象に、本学のハ

イテク技術の伝達セミナーとし

て、本学附属農場の岡本全弘農

場長が｢インテリジェント牛舎

同窓会連合会のホームページ開設をお知らせ致します。
○ＨＰアドレス：ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｒａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊｐ/ｄｏｓｏｋａｉ/ｉｒｉｇｕｃｈｉ.ｈｔｍ

住所変更された同窓生の方は、下記のいずれかの方法でご連絡ください。
○ＴＥＬ：０１１－３８６－１１９６/ＦＡＸ：０１１－３８６－５９８７
○Ｅメール：ｒｇ‐ｄｏｓｏｋ＠ｒａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊｐ
○手紙・ハガキ：〒０６９-８５０１江別市文京台緑町５８２酪農学園同窓会事務局

●山形県支部同窓会開催のご案内
開催日時：２００２（平成１４）年３月９日（土曜日）午後６時から
開催場所：月岡ホテル　
住　　所：山形県上山市新湯１－３３／ＴＥＬ：０２３－６７２－１２１２
総会と交流会：平成１４年度総会および学習交流と交歓会を行います。
＊高橋節郎同窓会連合会会長、酪農学園大学の先生の出席を予定しています。

●酪農学科同窓会の理事、役員会および総会開催のご案内
開催日時：２００２(平成１４)年３月１４日（木曜日）午前１０時から
開催場所：同窓生会館２階会議室
（理事、役員会は午前１０時から、総会は午後１時から行います）
＊理事、役員には開催のご案内をハガキ等にてご連絡を申し上げます。
ぜひ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
連絡先：酪農学園同窓会事務局（ＴＥＬ：０１１－３８６－１１９６）

●第２回とわの森三愛高等学校同窓会総会・懇親会のご案内
｢とわの森三愛高等学校同窓会｣が結成されて、今年で１０年目を迎え
ました。同窓会の第２回定例総会の年として、総会と懇親会を下記の
通り開催致します。卒業生と先生方との親交を深める良い機会でもあ
りますので、ぜひともご出席くださいますようお願い申し上げます。
なお、出席につきましては往復ハガキを送付致しますので、期日まで
に必ずご返信くださるようお願い致します。
開催日時：２００２（平成１４）年３月１６日(土曜日)午後６時から
会　　場：新札幌アークシティホテル (会費３,０００円)

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２/ＴＥＬ：０１１－８９０－２５２５
同窓会事務局：ＴＥＬ：０１１－３８６－３１１１（内線５１０７）ＦＡＸ：０１１－３８６－１１１６

◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆静岡県支部同窓会

機農会同窓会

近畿支部同窓会

栃木県支部同窓会

開催が予定されている同窓会とその他行事

住所変更の場合には連絡をお願いします

同窓会連合会がホームページを開設

◆◆ ◆◆福島県支部同窓会

◆◆ ◆◆獣医学科の各同窓会

◆◆ ◆◆短大創期・1期卒同窓会

今回は｢機農会｣に統合して１０



昨年の夏、酪農学園大学のキ

ャンパスを舞台にしたＮＨＫの

テレビドラマ（札幌発ドラマＤ

モード「彼女たちの獣医学入

門」）の収録が行われましたが、

その試写会が昨年１１月１２日にテ

レビ放送に先行して本学中央

館・学生ホールで開かれました

（ＢＳ2では衛星ドラマ劇場とし

て１１月２３日に放送。ＮＨＫ総合

では２月１２日に放送されまし

た）。試写会には学生や教職員

をはじめ、マスコミ関係者も多

数参加。その注目度の高さを改

めて実感しました。

最初にＮＨＫ札幌放送局の番

組制作担当者があいさつ。その

後、早速４５分にまとめられたド

ラマが大きなスクリーンに映し

出され、参加者は見慣れたキャ

ンパスの中で元気いっぱいに演

技する主演の酒井美紀さんや遠

藤久美子さんらの姿に釘づけに

なっていました。特に知り合い

の学生や先生たちが登場する

と、会場のあちこちから歓声と

どよめきが上がり、楽しくアッ

トホームな試写会となりました。

このドラマは、動物たちとふ

れあうことだけに憧れていた獣

医学部の女子学生が、就職活動

を通して人間としっかりと向き

◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

合った獣医師に目覚めていくと

いう「獣医学生の就職物語」で

すが、試写会を見た獣医５年の

日景淳さんは「単に動物好きが

動物のお医者さんを目指したド

ラマではなく面白かった。動物

のことをよく知った上で適切な

処置をして、顧客に満足しても

らうという獣医師の責任感や使

命感などを再認識させられた」

と語り、獣医５年の金井志帆さ

んも「動物が好きなだけでは獣

医師にはなれないことが描かれ

ていてよかった。友達もたくさ

ん出演してい

たので、大

学時代の

良 い 思 い

出になった」

と笑顔で話していました。

なお、今回の試写会に向けて

作者の今井雅子さんは「獣医学

生の何を切り取り、ドラマにす

るか。実験、実習、研究室、ク

ラブ活動…。数ある候補の中か

ら選んだのは“就職”でした。

就職活動は６年間の集大成であ

★酪農学園大学では昨年１２月、社会的問題と

して大きくクローズアップされているＢＳＥ（牛

海綿状脳症）についての特別講義を開催しまし

た。これはＢＳＥ情報を学生に提供し、学生自

身がこの問題をどのように考え、どう判断する

か―という教育的な角度からアプローチした

ものです。特別講義では３人の講師がそれぞれ

の立場から情報を提供しましたが、聴講してい

たある学生は「テレビや新聞では限られた情報

しか提供されないので、今回の特別講義は大

変勉強になった」と満足げに語っていました。

こうした問題の場合、特に日本では「犯人探

し」に興味が集中しますが、「大切なのは自己

責任の確立」と主催のある先生。確かに行政

の責任は重大ですが、それぞれの立場でこの

言葉を反芻したいものです。 （S）

るだけではなく、ずっと温めて

きた夢をつかむための大勝負。

だからこそ、切実で妥協は許さ

れません。そこに葛藤と成長の

ドラマがあると思いました。獣

医学生たちが、自分の選んだ道

に一層胸を張れる作品になれば

…と願っています」とメッセー

ジを寄せてくださいました。
訃　報

評議員 小 林 道 彦 殿
（享年８２歳）

本学園の評議員として多大なご

尽力を賜りました小林道彦先生

（北海道酪農協会顧問）が１２月９日、

ご逝去されました。学園役職員一

同、謹んで哀悼の意を表するとと

もに、ご冥福をお祈り致します。

小林先生は「北海道を世界一の

乳と蜜の流れる郷」にすることを

願って、その生涯を酪農振興に捧

げてきました。その気さくな人柄

は全国の酪農民や酪農関係者から

親しまれてきました。半面、強い

正義感に燃えた熱血漢でもあり、

特に保証価格要求運動では全国の

まとめ役としてなくてはならない

存在でした。

酪農の振興に全身全霊をぶつけ

てきた小林先生には、本学園の発

展にも多大なお力添えをいただき

ました。ここに改めて衷心より深

く感謝申し上げます。

酪農育英会は１９５８年の設立か

ら今日までの間に奨学金の貸与

万円）に達し、今年度は大学院、

大学・短大部、高校を合わせて

っております。

この奨学事業は、先輩からの

返還金が直ちに後輩への奨学金

として運用されていく仕組みに

なっておりますので、返還金が

滞ると事業の円滑な推進に大き

な支障を来すことになります。

このため、卒業された貸与者

の皆様へは、毎年、各自の返還

時期（６月または１２月）に合わ

せて事前に返還実績額、また当

年度の返還額等をお知らせして

おります。

住所、氏名の変更および返還

の期間・方法のご相談等がござ

いましたら、本会事務局へ連絡、

問い合わせいただきますようお

願い申し上げます。

スポットニュース 

奨学金の返還等に
ついてのお願い

酪農大が舞台の
テレビドラマ
学生にも大好評

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

ＴＥＬ：０１１―３８６―１２１２

５２名の学生生徒に対し貸与を行

者は３,５７９名（貸与額４億９,７００


