
 

 



限られた条件の中で力を結集

２００１年４月１日付けで、酪農

学園大学学長に就任しました。

開学４０周年という節目を乗り越

えた、伝統ある大学の責任を担

う重大性を厳しく受け止めてい

ます。

私が本学に赴任した３３年前と

比較すると、本学は学生数、教

職員数、カリキュラム、建物、設

備など、どれをとっても飛躍的

な成長を遂げました。しかしな

がら、約４,０００名の学生と２００名

を超える教職員で構成される本

学は、国内の私立大学の中で決

して大きい部類には入りません。

建学の精神に忠実に従い、堅実

な発展を追求してきた結果とい

ってよいでしょう。こうした鋭

い方向性は、将来への確固たる

自信に結びつくと同時に、短期

的には柔軟な対応力に劣るとい

う体質をもたらしています。

このような体質の本学に与え

られた試練を乗り切れるかどう

かは、限られた財政力と限られ

た教職員の人的パワーをいかに

有効に結集できるか、という点

にかかっています。限りのない

自由な選択は許されていません。

大学は研究・教育機関ですが、

最終的な価値評価はどのような

質のサービスを学生に提供でき

るか、にかかっています。

学生の入学から卒業までの過

程におけるさまざまな段階、さ

まざまな局面に応じたきめの細

かいサービスが求められます。

講義・実験・実習といった教室

の中でのサービスにとどまら

ず、履修指導や就職指導、さら

にはクラブ活動への支援など、

全キャンパスライフに対応する

ものでなければなりません。

１０数年前と比べると、このよ

うな全体的なサービスは向上し

ていますが、いろいろな部分に

穴があり、個々の学生の立場で

とらえるならば、まだ問題は多

いと言えます。

学長に就任して早くもという

か、やっとというべきか、１ヵ

月を経過しました。最初の１ヵ

月は、ならし運転の期間として

考えていましたが、大学運営に

ついてならし運転を許す期間な

ど存在するはずがなく、既に本

格運転に入っています。

それにしても、本学には解決

半ばで進むことも退くこともで

きず、中途半端な形で残されて

いる事柄があまりに多いことに

驚かされます。これらの事柄に

共通して言える点は、検討経過

も複雑・あいまいで、内容もク

モの巣のように絡まって解決の

糸口がどこなのか、容易に見つ

けられないことです。

しかし今、本学が当面してい

る状況を打破していくには、こ

のような課題の解決・整理は必

須の条件です。いかに難しくて

も、問題を一つひとつ解いてい

くしかなく、少しずつですが実

行に移しているところです。

学長の任期は４年ですが、今

の私には４年間の学長としての

任務を展望できるだけの余裕は

ありません。最初の２年間を任

期として考え、その間に一定の

成果や明確な方向性を得るつも

りで、スタートを切りました。

酪農学園に関係を持つ皆様に

は、ご理解、ご協力くださいま

すようお願い致します。

学長就任所感

－当面する課題をどう打破するか－ 酪農学園大学 学長

大谷　俊昭

最初の２年で明確な方向性を

学生サービスの一層の充実を



ハノーバー獣医科大学は、ヨ

ーロッパで最初の高等獣医学教

育機関として１７７８年に“Ｒｏｙａｌ

ＳｃｈｏｏｌｏｆＥｑｕｉｎｅＭｅｄｉｃｉｎｅ”

として創立。現在、獣医学に約

２,０００人、生物学に約５００人の学

生が在籍、毎年約２５０人の獣医師

を社会に送り出しています。

本学が海外の大学・研究所と

学術交流協定を締結するのは、

今回で８カ国・１３研究機関目と

なりますが、調印式であいさつ

に立った安宅一夫学長（当時）

は「ハノーバー獣医科大学は世

界で最も歴史があり、最も強力

な獣医科大学と承知している。

一方、日本には１６の獣医の大学

があるが、本学の獣医学部は最

も若い学部である。このような

若い酪農学園大学・獣医学部を、

日本で最初のパートナーとして

選択していただき大変光栄に思

う」と述べた後、「これを機会

に本学の獣医学の教育内容を一

層充実し、日本一の獣医学、そ

してアジアの獣医学教育の拠点

として貢献したいと考えてい

る」と力強く語りました。

1,100人の新入生
のキャンパス生活
がスタート

ＪＩＣＡ（ 国際協力事業団 ）の

第１回「農畜水産食品の安全管

理」コース研修が１月２２日～３月

９日の期間中、酪農学園大学を

メイン会場に本学教員らの全面

的なバックアップ体制の下で開

催されました。開講式が行われ

た１月２２日には、安宅一夫学長

（当時）をはじめとする本学役

職員と６カ国８人の外国人研修

生およびＪＩＣＡスタッフが酪農学

園本館で顔合わせを行い、研修

の成功と実りある成果を誓い合

いました。

開講式の席上、研修実施機関

を代表してあいさつに立った安

宅学長は「本コースの開催は国

際協力事業団・北海道国際セン

ターが本学を研修機関として実

施するものだが、私立大学では

初めてのケースということで大

変光栄に感じている。２１世紀の

幕開けに素晴らしいプログラム

を用意していただき、私たちの

気持ちも熱くなっている」と研

修指導に対する気構えを語ると

ともに「本コースの目的は食品

衛生管理体制の整備をすること、

また国民の健康を増進させるこ

とである。これは本学の目的と

もマッチしている。本コースの

研修を通して、より高い成果を

上げることを確信している」と

大きな期待感を示しました。

なお、８人の外国人研修生は

３月１１日、すべての研修日程を

終了し、酪農学園大学での貴重

な体験と知識を土産に無事、そ

れぞれの母国に向けて帰国しま

した。

酪農学園大学は１月２２日、特

に大動物診療分野では世界にも

類を見ない規模と充実度を誇る

ドイツ・ハノーバー獣医科大学

（ハノーバー市・メイニッヒ学長）

と学術交流協定の調印式を行い

ました。同協定締結により今後、

両大学間で①教員および学部学

生、大学院生の交流、②専門分

野における共同研究の推進、③

研究者および研究室間における

交流の推進等を行います。

6カ国8人の外国人が
「食品の安全管理」
コースで研修

酪農学園大学・大学院および

酪農学園大学短期大学部の２００１

年度の入学式が４月９日、本学

の体育館を会場に盛大に開催さ

れ、大学（１,００１人）、大学院（２８

人）、短期大学部（７１人）合わせ

て１,１００人の新入生が新しいキ

ャンパス生活の第一歩を踏み出

しました。

入学式は午前１０時から本学の

キリスト教精神に基づき礼拝形

式で行われましたが、式辞に立

った大谷俊昭大学学長は「本学

の建学の精神（三愛精神、健土

健民）は、生命が本来の姿でそ

の能力を最大限に発揮できる状

態を尊重するということで、簡

単に言えば“生命を生かす”と

いうことである。その具体的な

姿は“酪農”という循環的農法

の中に表現されている」と強調

しました。

一方、安宅一夫短大部学長は

「酪農学園大学短期大学部は酪

農学園の使命と伝統を継承する

とともに、２１世紀において世界

に貢献する酪農自営者、有為な

社会人を育成することを目指し

ている。２年間という短い期間

ではあるが、一生懸命勉強し、

酪農学園の建学の精神である三

愛精神と健土健民を身に付け

ハノーバー獣医科
大学と学術交流協
定を締結

て、２１世紀の世界をつくるパイ

オニアとなる努力をしていただ

きたい」と新入生を激励しました。

また、平尾和義理事長は「新

入生の皆さんには誇りを持って

本学の伝統を創造的に継承する

とともに、さらにより良き伝統

の創造に参加されることを期待

している。悔いのない学園生活

を送っていただきたい」とあい

さつ、その積極性と行動力に大

いに期待していました。



一同、心を一つにして尽力して

まいりました。

この栄養士養成専攻は“健康

栄養学専攻”と命名。現有９０人

を２分割し、食品科学専攻５０人

と健康栄養学専攻４０人で申請し

ましたが、３月１９日に念願の認

定証が厚生労働および文部科学

の両省名で届きました。

本学園が希求し続けた最終目

標でもある「健全な国民を育む」

を一歩進展させ、広く人類に貢

献するのが新専攻の役割です。

医食同源、すなわち食と人の健

康とは不離一体であり、健康栄

養学専攻は食をもって人の健康

４月９日の始業式から、２００１

年度の本校の教育活動が本格的

にスタートしました。翌１０日に

は、平尾和義理事長をはじめと

する多くの学園役職者やＰＴＡ役

員の方、また同窓会役員の方々

にご列席していただき、入学式

が行われました。

今年度、本校（普通科、英語

科、酪農経営科）では３８４名の新

２０００年度（第５２回）の獣医師

国家試験の結果発表が３月下旬

に行われましたが、それによる

と酪農学園大学・獣医学部獣医学

科は新卒者１３６人が受験し、１２７

人が合格、合格率は９３.４％（昨

年９０.５％）となり、全国で第３

位、私立大学ではトップという

好成績を収めました。

この獣医師国家試験は、全国

の国公立大学１１校と本学を含む

私立大学５校の合計１６大学から

毎年１，０００人を超える獣医学生が

受験しています。第５２回目を迎

えた昨年度は全国から１，００９人の

新卒者が受験し、９０１人が合格、

合格率は８９.３％（昨年８９.１％）と

なりました。

なお、既卒者を含めると全国

では１,２２５人が受験し、９９２人が

合格、合格率は８１.０％（昨年８２.

０％）となり、本学では１６５人が

受験し、１３６人が合格、合格率

は８２.４％（昨年８３.７％）となって

います。

この結果について、加藤清雄

獣医学部長は「新卒者の合格率

が全国第３位という結果はある

程度評価できるものの、９人の

不合格者を出したことも事実。

この数字を重く受け止め、今後

とも１００％の合格率を目指して

とわの森 
三愛高等学校 

 T   O   P   I   C   S
新入生３８４人が入学
皆様のご支援に感謝

獣医師国家試験
本学は９３.４％の合格率
で全国第3位

大学・大学院 
短期大学部 

入生を迎えることができました。

近年、定員に満たない高校が多

く存在する中、定員以上の入学

生を迎えることができたのは、

日ごろの本校教育に対して「数

多くの方々のご理解とご協力、ご

支援の賜物」と深く感謝してお

ります。

今後も、より一層の教育活動

の向上を図り、在校生はもとよ

り保護者や卒業生、そして地域

の方々の期待にこたえるために

努力していく所存です。

これからも、

『とわの森三愛高

等学校』に注目し

ていただき、よろ

しくご支援、ご協

力くださいますよ

うお願い申し上げ

ます。

第１９回全国高等学校選抜大会

が３月２３日～２６日の

４日間、東京都内の各

競技場で白熱した試合

が行われました。

同大会に、本校ソフ

トボール部（女子）が

出場しましたが、対戦

成績は以下の通りです。

〈１回戦〉

対岡山県立倉敷中央高校

１－０

〈２回戦〉

対神奈川県立厚木商業高校

０－７

【結果報告】

初戦（３月２４日）の倉敷中央

高校戦は、本校のエース川島愛

投手の好投とチームの堅い守り

により、ノーヒットノーランで

勝利を収めました。

翌２５日に行われた２回戦の厚

食品科学科に
「健康栄養学
専攻」を開設

ソフトボール部
全国選抜大会出場

教員、学生が力を合わせ

て頑張りたい」と話して

いました。

創立者精神の一端を具現化し、

食の総合科学を目指す食品科学

科は１９８８年に設置されました。

以来、１０余年にわたる教育実績

は、食品産業を取り巻く関連業

界から高い評価を得ています。

さて、深遠なる健土健民をわ

が国の現状から再度検証し、思

索するなら、食

と人がより緊密

にかかわる必要

を感じ、本学に

栄養士養成課程

が必須であるこ

とを痛感、同養

成施設の認定を

得るべく関係者



木商業高校戦は、悪天候の中で

精神面の弱さが出てしまい、実

力を発揮できず、悔しい形で負

けてしまいました。今回の悔し

さと経験をバネに、インターハ

イでは“優勝”を目指していき

たいと思います。なお、今大会

優勝は厚木商業高校でした。

最後になりましたが、日ごろ

よりソフトボール部の活動を支

えてくださる皆様に、深く感謝

申し上げます。

とわの森三愛高等学校に入学

してから１年がたち、２年生と

して新しいスタートを切りまし

た。１年間はアッという間でし

同大学院修

士課程を卒

業後、徴兵

のために母

国・韓国に

帰国してい

た金辰保さ

んが、今年３月に大学院博士課

程を修了し、同年４月１日付け

で酪農学園大学・食品科学科の

嘱託助手に着任しました。

実家では養豚業を営んでいる

金さんは「国際的にも有名な、

酪農学園大学の鮫島邦彦教授の

指導を受けたい」と本学に進学。

韓国では必須の徴兵期間を終了

後、再び本学大学院博士課程に

入学し、食品加工に関する知識

と技術に磨きをかけてきまし

た。

金さんは、今後について「日

本と韓国の親睦の掛け橋になれ

れば幸いですね」と力強く抱負

を語っていました。

と深くかかわれる部門として、

医療、福祉、食産業など、各産

業界の熱い期待を受けて今春、

誕生致しました。

酪農学園大学短期大学部・酪

農学科の水野直治教授はこのほ

ど、「土壌特性に基づくジャガ

イモそうか病の防除に関する研

究」で日本土壌肥料学会技術賞

を受賞しました。この賞は、現

場で実際に役立つ研究に与えら

れる価値ある賞の一つです。

「ジャガイモそうか病」とは、

ジャガイモ塊茎の表面に醜いか

さぶたができ、商品価値を著し

く低下させる厄介な土壌病害。

この病害研究の歴史は既に１世

紀にも及びますが、今でも農業

経営に深刻な問題を投げかけて

います。

水野教授は、土壌における重

金属対策の研究に長年携わって

きた経験（専門は土壌化学）か

ら土壌中の金属イオンに着目、

本病の制止因子を「アルミニウ

ムイオン」であることを突き止

めました。同時に「可溶性のケ

イ素を含むアロフェン（非晶質

の粘土鉱物）の含有率の高い土

壌では、ケイ素とアルミニウム

が結合して不溶性となり、この

ことが本病の発生を増大させて

いる」ことも明らかにしました。

さらに、本病の防除法として

「その施肥方法を変えるだけで

土壌ｐＨが一時的に大きく低下

するが、収穫期には回復するた

め後作に影響しない」ことを突

き止め、農薬も資材も使用しな

い理想の病害防除法を確立、そ

の普及に大きく貢献してきまし

た。

水野教授は「最近、農薬を使

わなければ病害虫を抑えられな

いという意識があまりにも強す

ぎる。しかし、農薬がない時代

には、それに対応する農業技術

がしっかりと確立していた」と

先人たちの知恵と工夫を伝承す

る重要性を強調するとともに、

「近年の農業技術研究は細分化

し、専門分野に分かれすぎてい

る。自然界はすべてがつながっ

ており、農業技術も単独の技術

だけでは通用しない。この仕組

みが、新しい技術を生み出す時

の障害になっている」と警鐘を

鳴らしていました。

酪農学園大学・食品科学科、

たが、いろい

ろなことを経

験でき、楽し

いことやうれ

し か っ た こ

と、辛かった

こともすべて

が自分をひと

回りもふた回りも大きくしてく

れたように思います。

とわの森に入学した理由の一

つに「ソフトテニス部で活躍し

たい」ということがありました。

インターハイを目指して、日々

練習に励んでいます。１年生の

最初のころは、体力的・精神的

にとても辛く、特に通学になか

なか慣れることができずにいま

した。でも、先輩方の試合を見

て「自分も強くなって勝ちたい」

「もっと強くなってインターハイ

に出場したい」と思うようにな

りました。今もその目標は変わ

っていません。絶対にかなえた

いです。

まだまだできないことだらけ、

やらなくてはいけないことばか

りで、悩んだりもします。でも、

そんな時にも私には強い味方が

たくさんいます。友達や先輩、顧

問の先生方にはいつもお世話に

なっています。もちろん、両親

も応援してくれています。

私はいろいろな人々に支えて

もらって、本当に幸せです。私

はとわの森三愛高等学校に入学

して、本当に良かったです。部

活動でも目標を達成できるよう

に頑張ります。今一番好きなこ

とを目いっぱいできることに喜

びを持って、いつも元気に頑張

りたいと思います。

【記念式典】

●日　時：２００１年１０月１３日（土）

午前１０時から

●会　場：とわの森三愛高等学

校礼拝堂

【祝賀会】

●日　時：同日午後１時３０分から

●会　場：シェラトンホテル札幌
（住所：札幌市厚別区

厚別中央２条５丁目）

●祝賀会費：７,０００円
＊ご出席の方は９月８日（土）ま

でに、下記までご連絡ください

ますようお願い申し上げます。

水野直治教授が
日本土壌肥料学会
技術賞を受賞

韓国出身の金さんが
本学の嘱託助手に

感想文

「楽しい高校生活」
２年８組　広瀬 真美

「とわの森三愛高等学校
１０周年記念式典」のご案内

同窓会事務局
電　話０１１ー３８６ー３１１１
ＦＡＸ０１１ー３８６ー１１１６



－「フォルケホイスコーレ」

とは聞き慣れない言葉ですが、

まずご説明を…。

「これはデンマーク語なので

すが、日本語に直訳すると“国

民高等学校”となります。人生

について学ぶ“塾”と言った方

が分かりやすいかもしれません

ね。１８８４年にグルントヴィ牧師

によってデンマークで創立され、

現在では北欧を中心に世界各国

に広がっている生涯教育の学校

のことです」

－そのフォルケホイスコーレ

を、どうして瀬棚町に設立しよ

うと思ったのですか。

「私が在学していた当時から、

酪農学園大学はデンマークに照

準を合わせていました。そして

デンマーク帰りの野喜一郎、中

曽根徳二、出納陽一の各先生が、

私にデンマークの素晴らしさを

熱っぽく語ってくださいました。

おかげで、私はすっかりデンマ

ークに魅せられて、大学２年を

終えた時、３年間休学してデン

マークに学んできました。そこ

で感じたことは、農家の女性や

子供、老人たちが生き生きと生

活していることでした。その源

は何か…と考えると、酪農や農

業経営の豊かさだけじゃなくて、

その国の農村文化の豊かさを築

き上げた青年教育が源になって

いたのです。つまり、デンマー

クの国民性を精神的に高めてい

るのはフォルケホイスコーレで

あることに気づかされたのです。

これは私にとっては衝撃的なこ

とで“日本に帰ったら、自分も

このような学校を作りたい”と

強く思うようになりました。

大学卒業後、妻と生まれたば

かりの赤子を抱いて、瀬棚町の

山奥に入植しました。当時は電

気も水も道もありませんでした。

それどころか、生活するための

家もありませんでしたよ。自前

で買った２頭の乳牛が唯一の元

手でした。しかし“フォルケホ

イスコーレを作りたい”という

夢は、いつの時も消えることは

ありませんでした。そして入植

から２０年後の１９９０年４月、念願

の瀬棚フォルケホイスコーレを

開設するに至ったのです」

－この学校では何を教えてい

るのですか。

「一言で言えば、ここは人格

陶冶を目指す１年間の青年教育

の学校です。都会の騒がしさや

慌ただしさから離れ、自然の静

けさの中で生活することを通し

て、自分の人生を振り返り、将

来の道をじっくりと考えること

を目的としています。そのため、

試験というものは行いません。

単位や資格も一切与えません。

しかし、ここでの生活を通して、

資格をはるかに勝る生きる喜び、

人間らしく生きる勇気と知恵、

豊かな感性、人生の目標などを

個人個人が確実に見つけ出すこ

とができます」

－具体的にどのような教育を

行っているのですか。

「塾生はスタッフ家族と寝食

を共にしながら、朝と夕方に乳

牛の世話を行います。また、日

中は労作やさまざまな学習プラ

ンを行い、夜には静かな語り合

いの時を過ごします。

主な労作としては、春から夏

にかけてはサイロ詰めや乾草の

収穫、秋はまき割りや野菜の収

穫、冬は除雪や食品加工などを

行っています。一方、学習プラ

ンには楽器演奏、コーラス、ド

ラマ、語学、ハンドクラフト、

自然観察、スキーなど、１年間

を通してさまざまなプログラム

を持っています。これらのプロ

グラムは決して強制的なもので

はなく、すべて塾生の自発的な

取り組みによって行われていま

す。１９９０年４月に開設して以来、

現在までに９１人の卒業生を送り

出してきました。今年度は７人

の塾生を受け入れています」

－瀬棚フォルケホイスコーレの

モットーとは何ですか。

「当校は“神を愛し、人を愛

し、土を愛する”という三愛精

神を柱にしています。また、北

欧のフォルケホイスコーレの理

念を基本に“生きた言葉を生き

た耳に”を合言葉に対話を重ん

じ、心を自由にして学び合うこ

とをモットーとしています。

農業は限りなく人を謙虚にさ

せます。一方、農村は人工的じ

ゃない環境の中で、土に愛され

る実感を豊かに得る所と表現で

きるでしょう。つまり、土に愛

されることを実感できない人は、

土を愛することはできないと思

います。その点、デンマークの

農村では“神を愛し、人を愛し、

土を愛する”ことが見事に調和

しています。それは豊かな農村

文化が継承され、実践されてい

ることを意味しています」

－最後に酪農学園にメッセー

ジを…！

「大学を卒業して３２年が経過

しました。この地に開拓に入り、

今日、この形があるのも酪農学

園のおかげだと感謝しています。

これからも酪農学園が素晴らし

い建学の精神を継承するととも

に、ますますご発展することを

お祈り致します」

【プロフィール】
瀬棚フォルケホイスコーレ校長 河村正人さん
1９４２年５月１３日、山口県防府市生まれ。本学
教員に刺激を受け、在学中に３年間、デンマー
クで農業と農村文化について学ぶ。その時、初
めて「デンマークの教育の宝」と言われるフォ
ルケホイスコーレの存在を知り、「日本に帰っ
たら、自分もこのような学校を作りたい」と希
望に燃える。大学卒業後、妻（隆子さん＝５６）
と赤子を抱いて熊笹が生い茂る瀬棚町に入植。
開拓のくわをふるいながら、その夢の実現に
向けて牧場を整備。そして１９９０年４月、三愛
精神を柱にした「瀬棚フォルケホイスコーレ」
を設立。青年たちと一緒に生活し、働き、学び、
語り合う中から、生きる意味について共に悩
み、考え、創造している。５８歳。

青年たちの心に
息を吹き込む三愛精神

P R O F I L E

瀬棚フォルケホイスコーレ校長

河 村　正 人さん
酪農学科第７期生
（昭和４４年度卒業）



◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

酪農学園同窓会連合会の理

事、評議員、幹事会による２００１

年度の総会と学習交流会が５月

２５日、札幌市のシェラトンホテル

札幌で開催されました。

総会に先立って高橋

節郎会長があいさつ、

引き続き議案の審議に

入り、第１、第２号議

案の事業と決算、第３、

第４号議案の会則の一

部改正と役員改選を承

◆◆ ◆◆
同 窓 会 連 合 会 の
理事、評議員、幹事会

◆◆これから開催される同窓会と事業◆◆

●埼玉県支部同窓会開催のご案内
開催日時：２００１年７月８日（日曜日）午前１０時から（受付：９時３０分）

開催場所：別所沼会館（地方教職員共済組合） 電話：０４８ー８６１ー５２１９

埼玉県さいたま市（旧浦和市）別所４－１４－１０

教育講座：「お腹の微生物と健康について」

講　　師：理化学研究所　農博・辨野義己（獣医第６期生・昭和４８年卒）

当日、高橋同窓会連合会長、学園の先生の出席を予定しております。

●三愛会、とわの森三愛高校同窓会
＊三愛会（三愛女子高校１８期同窓会）開催のご案内

本誌（２月１５日発行）でお知らせの通り、次の日程で開催致します。

期　　日：２００１年６月１６日（土曜日）午後６時から

場　　所：札幌第一ワシントンホテル　

札幌市中央区北４条西４丁目 （電話：０１１ー２５１ー３２１１）

●とわの森三愛高校同窓会第２回総会に向けて
この計画も前号でご協力を申し上げておりますが、次の日程で進めて

おります。同窓生の皆様のより一層のご協力と参加を強く望みます。

〈総会までの行事日程〉

☆６月１５日　同窓会役員会　　☆６月３０日　クラス・学年幹事会

☆１０月１３日　とわの森三愛高校１０周年記念行事

☆２００２年３月１６日　第２回とわの森三愛高校同窓会

（開催場所：新札幌アークシティホテル）

なお、住所変更の場合は各クラスの幹事、または学校にＦＡＸ等にて、

卒業年と氏名・住所を明記の上ご連絡ください。

（とわの森三愛高校同窓会事務局：ＦＡＸ番号０１１ー３８６ー１２４３）

認しました。また、各単位同窓

会長の互選により会長、副会長

は再選、承認されました。

特に質疑、意見交換の中では、

「連合同窓会と単位同窓会との

組織をもっと明確化し、全体の

活性化を図ることが必要であ

る」との意見が出されるなど、

忌憚のない懇談を行い終了致し

ました。

根室支部同窓会の総会と学習

会が１月２０日、中標津

町で開催されました。

総会に先立って高橋節

郎会長があいさつ、総会

終了後には大学・酪農学

部の鮫島邦彦教授、高校

の内生蔵啓貢先生を講師

に講座と学習会を行いま

酪農学園大学短期大学部同窓

会の幹事および代表委員による

総会と学習会が４月２０日、札幌

市の雪印パーラーで、安宅一夫

北空知支部同窓会の支部設立

総会が２月１７日、深川市で開催

され、平尾和義理事長、高橋節

郎会長（副理事長）、獣医学部の

中出哲也助教授が来賓講師とし

て出席しました。

総会では高橋会長、平尾理事

酪農学園短期大学の第２１期

（昭和４６年卒）の同窓会が４月

１４日、札幌市の定山渓ビューホ

テルで短期大学部の市川舜名誉

教授、教務課の荻原康之課長が

出席して開催されま

した。

遠くは沖縄、熊本、

鹿児島、愛媛などから

参加していただき、学

習交流の中では「酪

長がそれぞれお祝いの式辞を述

べ、会員と共に支部の設立を祝

うと同時に、今後の同窓生各人

の活躍を祈念致しました。

新任の役員には、会長に木下

厚（短酪Ⅰ-１２期）、副会長に北

本清美（短酪Ⅱ-１期）、関谷正

勝（農経３期）、高谷富士雄（酪

農７期）、山本克

俊（獣医８期）、

東出治通（農経１２

期）、事務局長に

尾崎義憲（酪農６

期）、そのほかに

幹事６名、理事

１４名を選任致し

ました。

農学園の変遷」「同窓会活動と酪

農学園との協調」等について、

あいさつと報告を行うなど、酪

農学園の発展と同窓会の役割に

ついて積極的な交流、懇談が行

われました。

した。会員との懇談や意見交換

を交わし、有意義に終了致しま

した。

短大部学長を来賓講師に開催し

ました。

総会終了後、全体的な報告や

学習会を行い、建設的な意見の

交換、交流を行い有意義に終了

致しました。

短期大学部同窓会
の総会と学習会

短期大学第２１期同窓会

根室支部同窓会
総会と学習会

北空知支部同窓会の総会◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

※住所変更された同窓生の方は、同窓会事務局にご連絡ください。
TEL：011－386－1196／FAX：011－386－5987
Eメール：rg-dosok@rakuno.ac.jp



いまだに連絡の取れない職員

ＯＢの方が数多くいらっしゃい

ます。お心当たりの方は、貴農

同志会事務局（電話：０１１ー３８６ー

１２１２）までご連絡くださいます

ようお願いします。

父母懇談会の開催について

★酪農学園のキャンパスも新緑が眩し

い季節を迎えました。そして、私たち

「学園広報室」も設立して間もなく１年

目を迎えようとしています。この１年

間、暗中模索で走り続けてきた感があ

りますが、今後は学園内外の広報活動

のより一層の充実を目指して「多岐に

わたる方法手段を講じていかなければ

いけない」と気持ちを新たにしています。

酪農学園と学生および父母、同窓生、学

園関係者を結ぶパイプをさらに強固にし、

各種情報を収集・発信していきたいと思

います。それには「皆様からのアイデア

や意見、情報が大きなカギを握る」と感

じています。身近な情報をぜひ、右記ま

でお寄せください。 （Ｓ）

貴農同志会の第８回新年交礼

会が１月２６日、黒澤力太郎学園

長や学園関係者ご来賓をはじめ

とする会員４９名が参加して開催

されました。年数を重ねるごと

に新たなメンバーも増え、活気

のある新年交礼会となりました。

本年は役員改選の年であり、

役員選考規程に基づき新役員の

選考を行っています。より多く

の方に参加していただき、ます

ます親しみのある会となるよう

役員構成に配慮し、選考委員会

が続いています。

７月上旬に行われる総会では、

役員改選や予算・決算などの審

議を予定しています。また、本

年は酪農学園内で、昼食を交え

ながら学内の方々との懇談や昨

年完成したインテリジェント牛

舎等の見学も予定しています。

多数の会員の皆様の参加をお待

ちしています。

とわの森三愛高等学校
◆ 定年退職
島　崎　忠　利（教諭）
学園事務局
◆ 定年退職
菊　池　利　治（主事）

２００１年４月１日発令
［新規採用］
酪農学園大学
◇ 新規採用
経営環境　　森　永　文　彦（教授）
獣　　医　　保　坂　善　真（助手）
◇ 嘱託新任
農業経済　　井　上　昌　保（教授）
地域環境　　太　田　一　男（教授）
食品科学　　音　竹　　　満（教授）
食品科学　　小　野　輝　夫（教授）
食品科学　　三　河　勝　彦（教授）
食品科学　　黒　澤　誠　治（教授）
酪　　農　　　　　尓　　迪（教授）
経営環境　　日　野　晃　輔（教授）
経営環境　　吉　田　英　雄（教授）
食品科学　　石　川　紀　子（教授）
経営環境　　仙　北　富志和（教授）

２０００年１２月２２日発令
［退　　職］
酪農学園大学
斉　藤　洋　子（主事）死去

２００１年３月３１日発令
［退職・退任］
酪農学園大学
◆ 定年退職
堀　内　一　男（教授）
井　上　昌　保（教授）
太　田　一　男（教授）
天　田　輝　久（主事、東京事務所長）
関　戸　キヨ子（主事）
角　　　建　雄（技師）
◆ 嘱託退任
盛　田　フ　ミ（教授）
横　山　節　麿（教授）
白　鳥　宗　紀（教授）
尼瓦尓・　山（助教授）

酪農学園大学短期大学部
◆ 嘱託退任
楢　崎　　 昇（教授）

食品科学　　倉　内　貴　美（助手）
食品科学　　金　　　辰　保（助手）
食品科学　　曾　田　春　水（助手）
とわの森三愛高等学校
◇ 新規採用
大　光　慎太郎（教諭）
柿　崎　明　子（教諭）

［昇　　格］
酪農学園大学
教　授　　　田　村　　　實
教　授　　　河　合　博　司
助教授　　　吉　野　宣　彦

［人事異動］
酪農学園大学
附属農場　　奥　平　武　市

（事務局管理課）
［役　　職］
酪 農 学 園 大 学 長　　　　　　

大　谷　俊　昭
酪農学園大学短期大学部学長　　　

安　宅　一　夫
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開催地

２年次
３年次
２、４、５年次
全学年

酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部
北海道江別市文京台緑町５８２番地

２００１年度大学・短大部父母懇談会日程

酪農学部・環境システム学部

獣医学部
酪農学科
ホテルサンルート東京
東京都渋谷区代々木２－３－１
都ホテル大阪
大阪市天王寺区上本町６－１－５５

８月２６日（日）
１１：００～１５：００
（受付１０：３０～）

８月２５日（土）
１１：００～１５：００
（受付１０：３０～）

９月２日（日）
１１：００～１５：００
（受付１０：３０～）

対　象
大　学

短大部

東　京

大　阪

本　学

－在学生ご父母の皆様へ－

人　の　動　き

酪農学園大学・酪農学園大学

短期大学部では、ご父母の皆様

に本学の様子をお知らせすると

ともに、教育運営についてもご

理解をいただくため、今年度も

下記の日程で父母懇談会を開催

致します。

対象年次のご父母の皆様につ

いては６月上旬にご案内を差し

上げておりますが、対象年次に

かかわらず希望があればどなた

でも参加できます。

今回は本学教職員とご父母と

の交流を目的とした懇親会も予

定しております。参加を希望さ

れる方は６月末日までに教務部

学務課・岩森（電話：０１１ー３８８ー

４１２８）までご連絡ください。


