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聖句 　わたしは、あなたがたのことを思い起こす度に、わたしの神に感謝し、あなたがた一同のために祈る度
に、いつも喜びをもって祈っています。
　わたしがあなたがた一同についてこのように考えるのは、当然です。というのは、監禁されているとき
も、福音を弁明し立証するときも、あなたがた一同のことを、共に恵みにあずかる者と思って、心に留め
ているからです。わたしが、キリスト・イエスの愛の心で、あなたがた一同のことをどれほど思っている
かは、神が証ししてくださいます。

フィリピの信徒への手紙　１章３－4、7－8節
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Hot News

　1年以上に及んだ健民館の新築工事が終了し、本年3月に学園
への引き渡しがなされました。その後、雪解けとともに始まった外
構工事も終わり、5月には健民館内外のすべてが完成しています。
　健民館1の１階には新しいアリーナ1、男女の更衣室、白樺祭実
行委員会の部屋、学生が利用できるスペースができました。これ
まで男子には旧第2体育館の2階ギャラリーの壁のないスペース
で更衣をしてもらっていたことから（これまでの男子学生の皆さ
ん申し訳ありませんでした）、念願の更衣室が設置されたことにな
ります。そして、男女の更衣室にはこれまでなかったシャワー室も
完備されています。
　また、2階はアリーナ1のギャラリー部分に１周130mのウォー
キングスペースと北側にはクライミングウォールが設置されまし
た。部室棟・合宿スペースの建物には2階に体育幹事会所属、3階
に文化会所属の課外活動団体の新しい部室が準備されていま
す。そして、4階には新しい合宿スペースが。部屋だけでなく食堂
も、そして厨房も広々としています。部室、合宿所にはなんとエア
コンも完備されているのです。贅沢です。

⑧ 酪農学園だよりvol.150（2020.7.１5）

※本紙の内容を無断で複写・複製（コピー）することを禁じます。

　パウロは地中海世界の各地に教会を創設したのですが、移動手段の限られていた古代
世界では各地に点在する教会を頻繁に訪問することが難しかったために、大切なコミュニ
ケーションの手段として手紙が用いられていました。ですから、この聖句は直接会うことの
できない人たちに対するパウロの愛と祈りを伝えているのです。パウロの姿は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のために、生徒・学生とSNSを通じてコミュニケーションを取る学園
教職員の姿とも重なります。そして、それと同時に「酪農学園だより」の使命が学園をお支
えくださっているみなさんとの大切なコミュニケーションの場を作り出すことにあるという
ことに改めて気づかされます。

酪農学園大学宗教主任　小林　昭博聖句解説 Vol.150
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健民館の完成
保健体育教育担当の山口太一教授に聞きました
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　そして、忘れてはいけません。地下1階は吹奏楽団のためのフ
ロア。パート練習もできるように部室が分かれています。なんて
ことでしょう。
　健民館の名称は少し複雑です。新しく建った建物が健民館1、
併設する旧第1体育館が健民館2、その内部の体育館はアリーナ
2、トレーニングセンターが健民館3と名称変更がなされました。
これらをまとめて健民館です。お間違いのないように。
　末筆となりますが、学生だけでなく学内のみなさまへの内覧
会もまだできておりませんが、学生への新しい部室の受け渡し、
アリーナや合宿所の利用の目処がたっていないことが残念でな
りません。1日でも早くこのコロナウイルスの感染拡大の状況が
収束し、学生たちの元気な声が健民館に響くことを心待ちにし
ています。

４階　アクティブスペース食堂（自炊用）

１階　アリーナ

４階　合宿室

外観

３階　部室（茶道部）

新設
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テレビ会議による１年生基礎演習の様子

吉野宣彦教授（循環農学類 農村計画論研究室）

ｅラーニングの授業コースと教材の例（循環農学概論）

特　集
Feature

密集を回避し授業を持続させる遠隔授業の取り組み 吉野　宣彦（FD委員長）

　新型コロナ感染拡大の中で、本学では全ての授業が遠隔で5月
14日から始まりました。遠隔授業の一端を速報いたします。
　ゼミは以下の様に主にテレビ会議で実施しています。5月20日、
1年生の基礎演習の初日。学生から「いまの気分は…緊張していま
す！」と自己紹介が続きました。入学式は中止、ガイダンスは縮小、学
生はオンラインで初対面です。Web学生支援システムUNIPAを
通じて連絡し教科書を郵送して全員出席にこぎ着けました。カメラ
越しに今後の予定を説明し「eラーニングに予習を入力して」と伝
え、皆で両手を振って別れました。
　5月25日、ゼミは3回目。3年生で教科書の「分からない言葉、
チャットに入れて」との呼びかけに6名が銘々にページと行数と言
葉を送信してきます。「これ説明できる人、手を上げて下さい」と問
うと、「はい」と音声が流れてきます。4年生はeラーニングに卒論構
想を提出し、コメントを加えたエクセルファイルを共有して進行しま
した。終わりに「対面授業に変えるか？」と聞くと、学生は「いやー」と
遠隔のメリットを述べました。「先生が見つけたWebリンクをチャッ

学長　竹花  一成 校長　西田  丈夫

新型コロナウイルス禍の中での
酪農学園大学の姿勢

新型コロナウイルスにあっても、
酪農学園魂で難局に立ち向かう

　日頃より大学運営にご理解とご支援を賜り心より感謝
いたします。今年４月より更に３年間（2022年3月末）、学
長として2期目を任じられました。これからも一つ一つの課
題をしっかりと解決していきますので、今まで同様何卒よ
ろしくご支援ください。
　さて、２期目として①大学教育の質保証、実質化を前提
としたカリキュラム改正の実行、②大学院教育の充実のた
めに統一大学院の設置推進、そして③職員の能力を教育
に活用するための問題点を解決することを課題としてい
ました。
　しかし、新型コロナウイルス禍の中、学生・院生・教職員
の安全確保を最優先にした対応をすることを余儀なくさ
れています。大学ＨＰ等で全ての対応情報は開示されて
おりますが、大学危機対策本部を設置し、独自の学内対応
表（酪農学園大学新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めの危機管理ステージ）を作成し、それに基づき適切な大
学運営を行っております。新入生・在学生には学長メッ
セージを通じ本学学生として心がける事、即ち「知行合一」
の実践を問いかけました。対策本部内には感染症専門家
委員会を設置し、関係者に対し新型コロナウイルスに関わ
る感染防止等の啓発資料と動画を作成し、感染症教育を
随時行っています。
　前期授業は皆の安全を考慮し遠隔での実施を決定しま
した。その環境整備と今後の活用のために学生・院生への
支援金の給付を学園の協力の基に行いました。遠隔授業
は大学設置基準第21条に記載されている単位数の定め
の実行と教育内容の質保証には大変有効で教職員が一
丸となりコンテンツ作成に取り組み続け、今後教育運営に
具体的に取り入れる努力をします。
　まだ新型コロナウイルス禍の終息の光が充分に見えな
い中、本学自身が放つ明りで出口を見つけに向かっていき
ます。

　酪農学園大学を卒業し、高校教育界に身を投じて42

年、さまざまな出来事は、知らず知らずの間に、私の判断

力、洞察力、社会的対応力等を育んでくれることとなりまし

た。実は恥ずかしながら、その点では少し優れていると高

慢にも感じていました。しかし、この「新型コロナウイルス

禍」は、その思いを根底から覆しました。卒業式の中止、長

期化する臨時休校、入学式の延期、春本番を迎えて本来

であれば躍動する生徒たちの活躍の場を奪うことの判断

は、重いと言うより、苦しいものでした。毎週のように変更

せざるを得ない計画に、職員も大いに戸惑ったことと思い

ます。

　今春は、全日制、通信制を合わせると442名を迎える入

学式のはずでした。礼拝堂にあふれる新入生を晴れやか

に迎えたいと、教職員も本当に楽しみにしていました。５月

11日の簡略化した入学式には残念ながら全員が集うこと

はできませんでしたが、６月からは平常に近い形で新たな

スタートです。

　酪農学園が開学して間もなく90年、私が知らない難局

を先達は乗り越えてきたはずです。激変する社会にあっ

て、いずれまた大きな試練が訪れることでしょうが、農・食・

環境・生命を科学する学びは不滅の道です。オンラインで

はできない本学らしい教育を全力で展開し、「新型コロナ

ウイルス禍」で、学びを閉ざす生徒が、一人も生まれないよ

うこの難局を乗り切る決意です。

トですぐ見られる」「コメントが分かりやすい」「…遅刻しなくてす
む」。
　講義は主に事前に収録してオンデマンド配信しています。5月22
日、Wi-Fi環境のない学生向けの教室で受講する1名に尋ねると
「小テストの解答時刻を制限されるとアクセスが集中し解答不能に
なる」「初日は動きが遅かった」と苦言を呈した後、「今は問題なくで
きている。繰り返し勉強ができる。コロナが無くてもeラーニングが
あると良い」との評価も。
　緊急事態が宣言される中、遠隔授業の講習会は教員向けに3月
30日から4月21日にのべ19回開かれました。非常勤を含む197
名が参加し12名が交代で指導に当たりました。講習は、パソコン画
面と音声を収録する方法、eラーニングに小テストなどを作る方法、
テレビ会議での授業方法に及びました。
　教務課では既存設備を調整しサーバの処理能力を7倍にし授業
開始に備えました。初日は約3千人が23.8万回アクセス（昨年度の
1月分以上）し、画面が数分とまる状態に至りました。電話が1分間
に3回鳴り「私だけ見られないのでは」と不安な学生に対応しまし
た。システム調整を進め週明け5日目には電話は1分間に1回に減
りました。教員からの相談も相次いでいます。
　通信教育に長い歴史のある本学で、2008年に北大・畜大とで
大学院のテレビ会議授業が始まり、通信教育の芽が再生しました。
同時にeラーニングが開始し、のちに教務課に担当者が置かれ、
2019年度でeラーニングを利用する授業は80程に及んでいまし
た。講習会で多数の教員が指導に加わり得た理由はこの10数年
の積み重ねによります。
　緊急事態宣言の下で、本学の授業は確かに持続しており、そして
前進しつつあります。

第１回　循環農学の視点　泉賢一（ルミノロジー研究室）　5月15日（金曜日）

循環農学概論　1回目　循環農学の視点配付資料
200427循環農学概論　泉遠隔.mp4
「循環農学の視点」ミニテスト
第1回　泉先生に質問する

第3回　物質の領域から循環を考える　小宮道士　5月29日（金曜日）

自然界における炭素資源と循環やバイオマスエネルギーについて説明する

第3回循環農学概論.mp4
第3回循環農学概論資料

第2回　生物の存在から循環を考える　佐藤元昭　5月22日（金曜日）
循環農法図
第2回資料
W循環農学概論.mp4
第2回の質問する
生物と循環について
感想や要約も簡潔に
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循環農学概論　1回目　循環農学の視点配付資料
200427循環農学概論　泉遠隔.mp4
「循環農学の視点」ミニテスト
第1回　泉先生に質問する
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第3回循環農学概論.mp4
第3回循環農学概論資料
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循環農法図
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W循環農学概論.mp4
第2回の質問する
生物と循環について
感想や要約も簡潔に
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　2019年度の全日制課程および通信制課程の卒業式は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大に伴った北海道緊急事態宣言を受け、中
止することとなりました。
　少しでも多くの笑顔を届けたい、お祝いしたいという気持ちから
卒業式を模した動画を作成するとともに、本来行われるはずの卒業
式の日に生徒たちへ向けて、動画を配信しました。

感染症専門家委員会の学生への啓発活動について 卒業式

　大学危機対策本部会議において、学生に対する新型コロナウイルス感染
症の蔓延防止に関する啓発を行うため、全学的な組織として感染症専門家委
員会が設置されました。微生物学、疫学、衛生学の立場から学生に新型コロナ
ウイルス感染症の予防に関して理解を深めてもらうために、これに関する情
報を発信する活動を行っています。現在委員会は5名のメンバーにより構成さ
れ、大学のホームページやe-learning等に作成した資料を公開しています。

―新型コロナウイルスの正しい情報を学生へ発信―

委員会が発信した啓発資料や動画

　2020年度全日制課程および通信制課程の入学式は、新型コロナウイルス感染症における国の緊急事態宣言を受け、延期となりましたが、
入学礼拝という形で、それぞれ別々の時間帯で、5月11日(月)に、学内の消毒、体温チェック、三密回避などの対策を講じたうえで、新入生のみ
の列席という形で挙行されました。
　校長からは、聖書のお言葉を引用したメッセージとして、新入生の皆さんと教職員が力を合わせて、忍耐を乗り越え一刻も早く希望にたどり
着くよう願うといった旨の式辞がありました。

入学式

　北海道では、いまだ牛乳の消費が落ち込んでい
ます。本学園の卒業生を含め、生産者の方を少しで
も応援したいという思いから動画を製作し４月24
（金）に配信しました。

SOS!牛乳チャレンジ！
今わたしたちができること

　獣医疫学ユニットは2010年に、わが国の獣医系大学に初めて開設
された独立の獣医疫学研究部門です。奇しくもその年に口蹄疫の発生
がありましたが、疾病制御自体の貢献はできませんでした（農家・獣医
師のメンタルヘルスについて主に活動した）。以降ワンヘルスの観点か
ら学際的連携をしつつ国内外の家畜・人獣共通感染症の制御に精力的
に取り組んできましたが、国の施策検討に直結する極めて重要な学問
である感染症数理モデルについては、本学の教育充実資金を活用し
コーネル大学で基礎を学び、その後少しずつ応用力を高めてきたとこ
ろでした。
　今回COVID-19の発生に伴い、数理モデルの実力は全く十分でな
く、直接国や道の支援はしていません。さらに3月半ばまで、それまで動
いていたさまざまなプロジェクトに追われて対応できませんでした。い
よいよパンデミックとなり日本の感染拡大に歯止めがかからなくなる中
で、黒澤酉蔵先生が教えてこられた「知行合一」を具現化すべく、学生
とこれまで学んだ知識と考え方をフル動員させ、情報収集と大学・研究
室が取るべき対策について、自発的に整理し、リーフレットを作成してい
きました。3月後半は、できるだけ早く教職員・学生にすごいペースで日
本と世界中から発信されてくる数理モデルの研究成果を噛み砕いて伝
え、行動変容を起こす必要がありました。今回の第一波は、学生にも疫
学の知識・技術を生かした良い経験になったと思います。これからもで
きるところでCOVID-19対応に貢献したいですが、野生イノシシに拡
がる豚熱（CSF）の対応など、我々の本来業務に戻って日々努力してい
ます。

（獣医疫学ユニット　蒔田浩平 教授）

　予期しない事、トラブルに遭遇する経験は誰にでも起こりえま
す。その難局を乗り切るには、冷静な思考に基づく適切な行動で
しょう。例として、航空機が高度1万メートル上空を何事も無く定
時に飛行を繰り返している事があげられます。この安心感を与
えている背景には、多くの事故想定に基づいた適切な準備と対
策行動があります。今回のCOVID-19事例に対しても、同様で
しょう。ウイルスは、目に見えず実態を掴めない物体です。人々
が感染し重症化する報道を見聞きし、多くの人は心配と困惑に
陥りました。この様な状況には、冷静に考えて判断する事が何よ
り大切です。混乱状態が世界で報じられましたが、難局を乗り切
るには正確な情報理解に基づく冷静な行動が重要です。最高学
府の大学が学生を取り巻く社会に発信できる事は、啓発が最も
効果的と考えます。COVID-19に限らず日々発生している伝染
病対策は、社会の共通理解(One Health)が最も重要かつ効果
的です。委員会として皆様にお伝えしたい事は、本質を理解し冷
静に対応する事であり、私もその事を心掛けて日常生活に向き
合っています。

（獣医ウイルス学ユニット　萩原克郎 教授）

COVID-19対応で大切な事新型コロナウイルス感染症啓発リーフレット

■ 国公立大学７名
　  名古屋大学、岩手大学、弘前大学、帯広畜産大学、富山大学、室蘭工業大学、釧路公立大学
■ 私立大学・短期大学１４５名
　  酪農学園大学、慶應義塾大学、中央大学、明治大学、同志社大学、関西学院大学、明治学院大学、順天堂大学、北星学園大学 など
■ 専門学校４５名、就職２９名

今年度の主な進路結果は、以下のとおりです (過年度卒などを含む合格者数。4月1日現在)。

１．新型コロナウイルス感染症啓発リーフレットの解説
２．新型コロナウイルスを知って感染予防しよう
３．今知っておきたい新型コロナウイルス
４．SARS-CoV2（新型コロナウイルス）：動物への感染に関す
　 る情報について
５．SARS-CoV2は動物に感染するの？
６．栄養と感染：病気にならない体をつくろう
７．手洗いと消毒

（獣医細菌学ユニット　内田郁夫 教授）

メンバー
内田　郁夫
萩原　克郎
蒔田　浩平
髙橋　俊彦
今川　洋子

専門
細菌学
ウイルス学
疫学

家畜衛生学
保健師・看護師

備考
座長

詳しくはこちらをチェック！ →

動画やイラストで
分かりやすく解説！

入学式

YOUTUBE
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■ 1976年（昭和51年）生まれ（44歳）　■ 北海道北広島市出身
　北広島西高校を卒業後、1994年に酪農学園大学酪農学部農業経済学科に入学。経
済学ゼミ（大谷俊昭教授）に所属。入学直後から新さっぽろアークシティホテルで４
年間アルバイトをして、卒業後にそのまま就職。2013年にソムリエ（日本ソムリエ協
会認定）を取得。勤務するホテルで道産ワインなど各種ワインセミナーを開催した
り、ニセコで開催されたG20観光サミットで北海道産ワインを紹介するなど活動の
幅を広げている。

プロフィール
酪農学部 農業経済学科 １９９８年卒業

み ず か み  　　たかし

水上　貴 さん

【北海道 札幌市】
新さっぽろアークシティホテル　
レストラン「アバンティ」マネージャー

　高校まで農業、酪農とのつながりはありませんでしたが、他の
大学では経験できない「面白さ」を求めて酪農学園大学へ進みま
した。酪農実習や専門課程の授業など、未経験で難しい授業も多
かったですが興味深くて面白かったです。そして全国から集ま
る友人から多くの刺激を受けました。

今後の目標や展望
　自分のスキルアップのために取ったソムリエの資格ですが、
誰かのお役に立つことがモチベーションになっています。4月に
新入生を対象にした「入学お祝い応援ディナー」という企画を行
いました。新型コロナウイルスの影響で卒業式・入学式という人
生の節目を祝うことができなかった方々に少しでも楽しい思い
出をと、新入生は無料招待という企画で大変喜んでいただけま
した。新型コロナウイルスにより私たちの業界も大きく変わる
かもしれませんが、地域の皆様に愛されるホテルであり続けた
いと願っています。そのために、私個人も貢献できるよう日々勉
強しております。

酪農学園の後輩へメッセージ
　本当に大変な状況だと思いますが、このような時だからこそ、
感謝の気持ちを大切にしてほしいです。思うようにいかないこ
とを嘆くより、頑張ってくれた人への感謝、それがいつか自分に
返ってくると思います。建学の精神の「三愛主義（神を愛し、人を
愛し、土を愛す）」は、与えられたものへ感謝し、自身も感謝され
る行動をすることだと思います。苦しい状況ですが助け合って
頑張りましょう！

酪農学園大学に入学したきっかけ

酪農学園での「学び」が生きている
　「食」を扱う仕事なので、お客様に提供する食材がどういうもの
なのか関心を持っています。特にソムリエの資格を取得してから
は、栽培、土壌、気候、発酵、醸造の分野など、酪農学園で学んだこ
とが生きています。在学中に学ぶ機会はあったので、もっと学び
を深めることができたらよかったと考えることもあります。
　現在、酪農学園大学ワインサークル「ROWP」の学生との交流
もあります。将来、ワイン業界に進みたい学生やソムリエという
職業に興味のある学生とお話しすることはとても楽しく、刺激
にもなります。

親子３世代で酪農学園育ち

入学の理由

た け   な か あ き   ひ ろ

竹中 章博 さん循環農学類3年
家畜遺伝学研究室所属

新さっぽろアークシティホテルで
ワインサークル「ROWP」との交流

「第25回北を拓く道産ワインの夕べ」で
道産スパークリングワインタワーを披露

　私がこの大学を選んだ理由は、家族の影響もありますが、高
校当時の授業で行われたゼミ見学が決め手になりました。

将来の夢
　今後の目標は、大学生活の
面ではホッケー部のキャプ
テンとしてチームをまとめ
ていきたいと思っています。
　将来の夢は実家に就農し、
実家の牛を共進会に出品し
全道に出場することです！

大学での学び
　1年生の時にはサクセッサープログラムに参加しました。乳
牛の改良や遺伝、共進会での審査練習や講評の練習やアドバイ
スを外部講師の方々から聞くことができました。また、学生だ
けではなく牧場従業員の方など現場の方々も参加していて1週
間という短い期間でしたが交流を深めることができたことが
印象に残っています。
　この春3年生に進級し、ゼミ活動が始まりました。私は家畜遺
伝学研究室に所属し、家畜の遺伝による改良、病気などについて
研究をしています。
　現在、新型コロナウイルスの影響により、リモートでのゼミ会
議ですが、私はゲノム評価による乳牛改良について調べている
ので、他のゼミ生に分かりやすく伝えられるよう頑張っています。
　学外では、共進会活動に積極的に参加させてもらっています。
　アルバイト先でもある恵庭の福屋牧場や高校の実習でお世
話になった道北幌延町の無量谷牧場、そして地元の十勝清水町

sapporo55 夏祭り（紀伊國屋書店前）での
大学イベントに飛び入り参加してＰＲ

ソムリエ
プロフィール
■ 十勝清水町出身。竹中牧場の長男。
■ とわの森三愛高校機農コース卒業後、酪農学園大学へ進学。
■ アイスホッケー部所属。2019年12月インカレ出場後キャプテンに就任。
実家の竹中牧場は、祖父が十勝に開墾して酪農を始めました。
祖父の代では手搾りでの搾乳だったそうです。
少ない頭数でもかなり時間が掛り大変だったと聞いています。
祖父は機農高校、父は附属高校の卒業生です。また今年、弟がとわの森三愛
高校から本学に入学しました。まさに親子３世代で酪農学園にお世話に
なっています。祖父と父は機農寮生でした。私の代からは新設された希望寮
での生活でしたが、祖父や父が高校生活を送っていた機農寮での生活も経
験してみたかったです。

の酪農家の皆さんが共進会に出品する大切な牛の管理を任せ
ていただいています。
　各牧場で牛の餌や仕上げ方も変わってくるので覚えるのが
大変ですが、どこの牧場も毛刈りやリードまでさせていただい
ています。
　中でも恵庭の福屋牧場は高校の時からアルバイトでお世話
になっていて、現在では共進会会場での牛の管理全般を任され
ています。会場での管理は難しく多くの農家は親方がやってい
る中で学生の私に任せてくれる福屋牧場の親方には感謝しき
れません。
　また共進会での繋がりも多く持つことができました。道央圏
の酪農家をはじめ全道の酪農家との交流を深めることができ
ました。
　そのおかげで今年からは、江別の前田牧場でもアルバイトを
することができました。基本的には朝、夕の搾乳ですが、昼にい
ろんな牧場へ見学に行かせてもらったりと、とても勉強をさせ
ていただいています。

今年、弟の徳明（右）も将来酪農に携わる仕事に就きたいと、私と同じ学
類に進学しました。
昨年末、牛削蹄師（2級認定）の資格を取得したので、もっと腕を磨きた
いと頑張っています。
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聖句 　わたしは、あなたがたのことを思い起こす度に、わたしの神に感謝し、あなたがた一同のために祈る度
に、いつも喜びをもって祈っています。
　わたしがあなたがた一同についてこのように考えるのは、当然です。というのは、監禁されているとき
も、福音を弁明し立証するときも、あなたがた一同のことを、共に恵みにあずかる者と思って、心に留め
ているからです。わたしが、キリスト・イエスの愛の心で、あなたがた一同のことをどれほど思っている
かは、神が証ししてくださいます。

フィリピの信徒への手紙　１章３－4、7－8節
　わたしは、あなたがたのことを思い起こす度に、わたしの神に感謝し、あなたがた一同のために祈る度
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ているからです。わたしが、キリスト・イエスの愛の心で、あなたがた一同のことをどれほど思っている
かは、神が証ししてくださいます。

フィリピの信徒への手紙　１章３－4、7－8節フィリピの信徒への手紙　１章３－4、7－8節

ホットニュース
Hot News

　1年以上に及んだ健民館の新築工事が終了し、本年3月に学園
への引き渡しがなされました。その後、雪解けとともに始まった外
構工事も終わり、5月には健民館内外のすべてが完成しています。
　健民館1の１階には新しいアリーナ1、男女の更衣室、白樺祭実
行委員会の部屋、学生が利用できるスペースができました。これ
まで男子には旧第2体育館の2階ギャラリーの壁のないスペース
で更衣をしてもらっていたことから（これまでの男子学生の皆さ
ん申し訳ありませんでした）、念願の更衣室が設置されたことにな
ります。そして、男女の更衣室にはこれまでなかったシャワー室も
完備されています。
　また、2階はアリーナ1のギャラリー部分に１周130mのウォー
キングスペースと北側にはクライミングウォールが設置されまし
た。部室棟・合宿スペースの建物には2階に体育幹事会所属、3階
に文化会所属の課外活動団体の新しい部室が準備されていま
す。そして、4階には新しい合宿スペースが。部屋だけでなく食堂
も、そして厨房も広々としています。部室、合宿所にはなんとエア
コンも完備されているのです。贅沢です。

⑧ 酪農学園だよりvol.150（2020.7.１5）

※本紙の内容を無断で複写・複製（コピー）することを禁じます。

　パウロは地中海世界の各地に教会を創設したのですが、移動手段の限られていた古代
世界では各地に点在する教会を頻繁に訪問することが難しかったために、大切なコミュニ
ケーションの手段として手紙が用いられていました。ですから、この聖句は直接会うことの
できない人たちに対するパウロの愛と祈りを伝えているのです。パウロの姿は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のために、生徒・学生とSNSを通じてコミュニケーションを取る学園
教職員の姿とも重なります。そして、それと同時に「酪農学園だより」の使命が学園をお支
えくださっているみなさんとの大切なコミュニケーションの場を作り出すことにあるという
ことに改めて気づかされます。

酪農学園大学宗教主任　小林　昭博聖句解説 Vol.150
2020.7.15
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健民館の完成
保健体育教育担当の山口太一教授に聞きました

https://www.san-ai.ed.jphttps://www.rakuno.ac.jp

　そして、忘れてはいけません。地下1階は吹奏楽団のためのフ
ロア。パート練習もできるように部室が分かれています。なんて
ことでしょう。
　健民館の名称は少し複雑です。新しく建った建物が健民館1、
併設する旧第1体育館が健民館2、その内部の体育館はアリーナ
2、トレーニングセンターが健民館3と名称変更がなされました。
これらをまとめて健民館です。お間違いのないように。
　末筆となりますが、学生だけでなく学内のみなさまへの内覧
会もまだできておりませんが、学生への新しい部室の受け渡し、
アリーナや合宿所の利用の目処がたっていないことが残念でな
りません。1日でも早くこのコロナウイルスの感染拡大の状況が
収束し、学生たちの元気な声が健民館に響くことを心待ちにし
ています。

４階　アクティブスペース食堂（自炊用）

１階　アリーナ

４階　合宿室

外観

３階　部室（茶道部）

新設


