
　北海道アルバータ酪農科学技術交流協
会の交流事業推進につきまして、日頃か
ら皆様には格別のご理解、ご協力をいた
だき心より厚く御礼申し上げます。
　さて、本協会は2013年度に設立40年
を迎え、６月26日に札幌ガーデンパレ
スにおいて、当協会関係者、関係機関の
皆様および派遣酪農青年ＯＢの皆様他、
合計44名の出席を賜り、盛会に記念式
典と祝賀懇親会を開催することができま
した。記念式典においては、北海道農政
部次長の土屋俊亮様、雪印メグミルク
（株）取締役常務執行役員　田中二三男
様、アルバータ大学エクステンション学
部長　ケイティ・キャンベル氏、酪農学
園大学学長　干場信司氏から心温まるご
祝辞をいただきました。また、例年、総
会の際に実施しているオールズカレッジ
派遣留学生の帰国報告を、今回は記念事
業の一つの位置づけとして２名の帰国学
生の報告会も実施しました。さらに、第
９回（1982年）の派遣酪農青年のOB
である泉澤章彦様からも派遣当時の思い
出を交えたスピーチをいただきました。
記念式典後の祝賀懇親会においても、前
会長平尾和義氏をはじめ多くの方々より

祝辞をいただきました。
　当協会の交流事業は、多くの関係機関
と多くの方々からのご支援、ご協力によ
り、その目的を成し遂げることができま
した。この40年の間には、交流事業を
取り巻く情勢が大きく変わりました。当
初、当協会の交流事業の柱であった酪農
青年の派遣は、1997年を最後になくな
り、カナダからの受入も1988年を最後
になくなりました。その後、派遣事業は
オールズカレッジへの学生派遣が中心と
なりました。最近、派遣人数は少なくな
りましたが、途絶えることなく毎年２〜
３名を派遣しております。このような交
流事業に長年ご尽力いただきました国内
外の方々に設立40周年を記念してご寄
稿いただき、「40周年記念誌」を作成す
ることができました。この「40周年記
念誌」は当協会の歴史を知ることができ
る貴重な内容と、今後の当協会への期待
や助言も含まれております。何かの機会
にご覧いただければ幸いです。
　さて、2013年度は、英語コースに２
名を2013年５月よりオールズカレッジ
に派遣いたしました。昨年と同様、派遣
前の英語研修を大学内で行った後、アル

バータ大学エクステンション学部で８月
まで英語の研修を行いました。その後、
９月からオールズカレッジの授業に参加
しています。2014年度は酪農研修コー
ス２名の参加が決定し、４月派遣に向け
て派遣前の英語研修も終え準備を進めて
いるところです。
　これまで毎年実施してまいりました海
外農業技術セミナーを隔年で開催するこ
ととしたため、2013年度は開催いたしま
せんでした。海外農業技術セミナーは、
今後も酪農の発展のために、現場で必要
とされる最新の情報提供を行う場として、
その内容の充実に努めてまいりたいと考
えております。ご要望等を事務局にお寄
せいただきますようお願い申し上げます。
　最近の酪農を取り巻く環境は、環太平
洋連携協定（TPP）に象徴される先行き
不透明な国際関係、依然と続く生産資材
の高値推移、想定外の気候変動などによ
り、厳しさを増しています。当協会は設
立40周年を次世代への節目として、今
後のわが国の酪農の持続的発展と次世代
につなぐ交流事業をめざして努力してま
いります。今後とも一層のご支援とご協
力をよろしくお願い申し上げます。

設立40周年を迎えて
〜次世代につなぐ交流事業をめざして〜
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第41回定期総会の開催
　2013年６月26日（水）に、酪農学園大学本館において第41回定期総会（2013年度）を開催
し、会員、関係者ら19名の方々にご出席いただきました。
　定期総会では麻田会長が挨拶を述べ、次いで北海道農政部農政課主幹宮田大様から来賓のご
挨拶を頂いた後、以下の議案がそれぞれ承認されました。
　第１号議案　2012（平成24）年度事業報告ならびに収支決算報告について
　第２号議案　2013（平成25）年度事業計画ならびに収支予算案について
　第３号議案　役員の補充・選任について
　第４号議案　40周年記念事業の実施について

役　職 氏 名 所 属 備 考
名誉会長 高橋はるみ 北海道 知事

顧 問
新	竹林　　孝 北海道 農政部長

佐藤　俊彰 ホクレン農業協同組合連合会 代表理事
会長

会 長 麻田　信二 学校法人酪農学園 理事長

副 会 長

金川　幹司 酪農学園後援会 副会長

新	田中二三男 雪印メグミルク株式会社
取締役常務
執行役員
（酪農総合
研究所長委嘱）

常任理事 佐々木　均 酪農学園大学
エクステンションセンター 所長

理 事

仙北富志和 学校法人酪農学園 学園長
新	干場　信司 酪農学園大学 学長

安宅　一夫 酪農学園大学 名誉教授

掛村　博之 雪印種苗株式会社 取締役会長

北　　良治 北海道ホルスタイン農業協
同組合

代表理事
組合長

新	山本　　隆 日本酪農青年研究連盟 委員長

菅沼　英二 酪農学園大学 名誉教授

髙橋　　茂
前㈳家畜改良事業団十勝
種雄牛センター場長
現酪農学園大学
酪農学部　酪農学科

教授

監 事
永田　　享 酪農学園後援会 常務理事

高橋　　徹 雪印種苗株式会社 経理部
財務担当次長

参 与

小山内　薫 雪印メグミルク株式会社 北海道
副本部長

新	荒木　和秋 酪農学園大学
酪農学部/農食環境学群

学部長/
学群長

新	田村　　豊 酪農学園大学
獣医学部/獣医学群

学部長/
学群長

新	小宮　道士
酪農学園大学
酪農学部酪農学科/
農食環境学群循環農学類

学科長/
学類長

新	石下　真人
酪農学園大学
農食環境学群
食と健康学類

学類長

新	山舗　直子
酪農学園大学
農食環境学群
環境共生学類

学類長

役　職 氏 名 所 属 備 考

参 与

新	竹花　一成
酪農学園大学
獣医学部獣医学科/
獣医学群獣医学類

学科長/
学類長

新	北澤多喜雄
酪農学園大学
獣医学群
獣医保健看護学類

学類長

新	金子　正美 酪農学園大学
環境システム学部 学部長

新	丸山　　明 酪農学園大学
酪農学部農業経済学科 学科長

新	竹田　保之 酪農学園大学
酪農学部食品科学科 学科長

尾碕　　亨 酪農学園大学
酪農学部食品流通学科 学科長

加藤　敏文
酪農学園大学
環境システム学部
環境マネジメント学科

学科長

新	遠井　朗子
酪農学園大学
環境システム学部
地域環境学科

学科長

星野　仏方
酪農学園大学
環境システム学部
生命環境学科

学科長

野村　　武 酪農学園大学校友会 会長

堀内　信良 酪農学園大学
短期大学部同窓会 会長

事務局長 堂地　　修
酪農学園大学酪農学部
酪農学科
酪農学園大学エクステン
ションセンター

教授
次長（国際交流）

退任　顧問　　� 北海道　農政部長　羽貝　敏彦
退任　副会長　　� 雪印メグミルク株式会社　北海道本部長　小川　澄男
退任　理事　　� 日本酪農青年研究連盟　委員長　長谷川行夫
退任（逝去）理事� 学校法人酪農学園　学園長　原田　　勇
退任　理事　　� 酪農学園大学　学　長　谷山　弘行
退任　理事　　�酪農学園大学エクステンションセンター次長（国際交流）　蒔田　浩平
退任　参与　　� 酪農学園大学酪農学部　学部長　干場　信司
退任　参与　　� 酪農学園大学獣医学部　学部長　林　　正信
退任　参与　　� 酪農学園大学酪農学部酪農学科　学科長　森田　　茂
退任　参与　　� 酪農学園大学獣医学部獣医学科　学科長　田村　　豊
退任　参与　　� 酪農学園大学環境システム学部　学部長　岩井　　洋
退任　参与　　�酪農学園大学酪農学部農業経済学科　学科長　發地喜久治
退任　参与　　� 酪農学園大学酪農学部食品科学科　学科長　石下　真人
退任　参与　　�酪農学園大学環境システム学部地域環境学科　学科長　押谷　　一

北海道アルバータ酪農科学技術交流協会　2013年度役員（2013年６月26日現在）
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設立40周年記念式典・祝賀懇親会開催
　2013年６月26日（水）午後３時30分より、札幌ガー

デンパレス４階「平安の間」を会場に、当協会の設

立40周年記念式典・祝賀懇親会を開催し、関係者44

名の方々にご出席いただきました。カナダ・アルバー

タ大学エクステンション学部からも、ケイティ・キャ

ンベル学部長、ELP（English�Language�Program）

責任者のヒューイ・ミミ氏、プログラムアシスタン

トのマーク・ベル氏がご出席くださいました。

　記念式典は堂地修事務局長の司会により進行し、

麻田信二会長の式辞に続き、北海道庁農政部次長土

屋俊亮様、雪印メグミルク（株）取締役執行役員田

中二三男様、酪農学園大学学長干場信司様、アルバー

タ大学エクステンション学部長ケイティ・キャンベ

ル様より、それぞれのお立場から当協会40周年に係

るご祝辞を頂戴いたしました。祝辞の最後に、アル

バータ大学より麻田会長へ記念品が贈呈されました。

また、雪印メグミルク（株）取締役会長掛村博之様（当

協会理事）から頂戴した祝電が披露されました。また、

アルバータ州政府在日事務所ジェイソン・クリプス様

からも祝文を頂戴いたしました。

　その後、2012年度第39回オールズカレッジ派遣留

学生帰国報告として、酪農学園大学酪農学部酪農学科

村上奈津美さん、同獣医学部獣医学科渡辺南さんから

酪農研修の様子等をご報告いただきました。�

　派遣酪農青年ＯＢスピーチでは、1982年度第９回

派遣の泉澤章彦氏より、当時の思い出をお話いただき

ました。当協会常任理事で酪農学園大学エクステン

ションセンターの佐々木均所長より閉会あいさつがあ

り、式典を終了しました。

　祝賀懇親会は会場を「白鳥」の間に移し、午後５時

から開催いたしました。前会長の平尾和義氏、アルバー

タ大学エクステンション学部ヒューイ・ミミ様からご

祝辞をいただきました。酪農学園大学前学長の谷山弘

行氏の祝杯で祝宴に入り、アルバータ州政府在日事務

所牧瀬賢二様、アルバータ大学マーク・ベル様、当協

会理事の菅沼英二氏からスピーチを頂戴しました。金

川幹司副会長の閉会あいさつにより、和やかな懇親会

の幕を閉じました。
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佐藤貢・雪印乳業─酪農学園・アルバータ大学奨学金
　2013年度派遣奨学生として２名が選ばれ、集中英語研修コースに派遣されまし
た。
　派遣前ガイダンスでは、当協会設立40周年記念式典のため来日していたアルバー
タ大学エクステンション学部ＥＬＰプログラムアシスタントのマーク・ベル氏が特
別ガイダンスを開催してくださいました。
　出発に先立って2013年８月８日（木）に奨学金授与式が行われ、麻田会長から
奨学金と奨学金証明証が授与されました。
　２名の奨学生は８月20日（火）に日本を出発し、アルバータ大学でマーク・ベル
氏との再会は果たし、９月18日（水）に無事帰国しました。10月15日（火)には、
酪農学園大学エクステンションセンターが主催した「カナダ留学帰国報告会」にて
集中英語研修に参加した成果を報告し、次年度以降に参加を希望する学生に対し、
熱心に相談にのりました。

酪農学園大学　　　　
獣医学群　　　　
獣医学類２年　　

金谷麻里杏
　カナダのエドモントンでの約１か月間の研
修はとても充実しており、私にはあっという
間に感じられました。正直、初めは英語しか
話すことができない状況下で、ホストファミ
リーや大学の先生方とうまくコミュニケー
ションがとれるのかどうかとても不安でした
が、皆とても優しく、私にもわかるようにゆっ
くりとした英語で話してくれ、わからないこ
とがあれば丁寧に教えてくれたので、最後ま
で問題なく過ごすことができました。
　午前中の授業は、前半の２週間は他の日本

の大学の人たちとともに英語での日常会話を
学んだり、英語を使ったゲームで遊び、後半
の２週間は、プレイスメントテストを受けて、
レベルに応じたクラスに振り分けられ、様々
な国の人たちとともにディスカッションや与
えられた話題に関するショートエッセイの作
成、プレゼンテーションを行いました。英語
を話すことの難しさを改めて感じましたが、
それとともに伝えたいことを伝えられた時の
喜びや楽しさを感じることができ、それが英
語をもっと話したいという気持ちにつながり
ました。
　個人的に一番楽しかったアクティビティ
は、バンフへのショートトリップです。初め
て間近で見るロッキー山脈の美しさには圧倒
されました。レイクルイーズでのカヌー体験
やバンフでのショッピングなど、とても楽し
い３日間でした。
　また、ホストファミリーとの生活は、私に
とって印象に残った思い出の一つです。ホス
トファーザーもホストマザーもとても親切
で、夕食の席でいろいろな話をしてくれた
り、休みの日にはショッピングに連れて行っ
てくれたり、夜遅いときには迎えに来てくれ
たりなど、一緒に過ごした時間はとても楽し
かったし、いろいろとお世話になったので本

当に感謝してい
ます。
　今回の研修
は、英語を話す
ことへの自信に
つながっただけ
ではなく、カナ
ダという様々な
人種と文化が入
り乱れる場所で
積極的に違う文
化に触れることで、自分と他国との違いを感
じることができ、それだけでもとても貴重な
経験になりました。この研修に関わってくだ
さった多くの方々に心から感謝しています。

【研修レポート】アルバータ大学・短期集中英語研修報告

写真：奨学金授与式にて

佐藤貢・雪印乳業─酪農学園・アルバータ大学奨学金について

目的
酪農学園大学の学生に対してアルバータ大学の研修プログラムへの参加を奨励し、学生の資質向上と国際感覚の涵養を
目的とする。

概要
１．酪農学園大学学生派遣のための奨学金制度とし、３年実施後に再検討する。
２．対象は夏季短期研修プログラムとし、一人あたり10万円、毎年５名に奨学金を授与する。
３．酪農学園大学エクステンションセンターが、奨学金授与候補者を北海道アルバータ酪農科学技術交流協会に推薦し、

同協会会長が奨学生を決定する。
４．同意書の期限は３年間とし、継続の可否について検討する。
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酪農学園大学　　　　
農食環境学群　　
循環農学類２年　

長根美和子
　今年の夏季休暇中、夏季短期研修のプログ
ラムに参加させていただきました。実際に海
外に行って英語を勉強してみたい、海外の文
化に触れてみたいと思い応募しました。今回
の研修が私にとっての初の海外渡航で、入国
審査で苦労したり、飛行機の乗り換えで不安
になったりといろいろなことがありました
が、全てのものが新鮮で、とても充実した研
修となりました。

授　業
　授業は前半と後半で違うクラスで受けまし
た。前半はClosed�Group�Classesという
日本人だけのクラスで外国人の先生と勉強し
ました。ここのクラスでは、カナダドルの数
え方や、挨拶のいろいろな言い回し、カナダ
の簡単な地理について勉強しました。私以
外、全員同じ大学の学生で染めるか不安でし
たが、先生も気さくな方でクラスは和気藹々
としていて楽しく授業に取り組めました。簡
単な劇もやりました。私はナレーターの役で
した。最初は感情を込めて音読するのが恥ず
かしかったですが、やってみると意外に楽し
くできて、なんとなくではありますが、読む
ときにどこを強調するといいのかわかったよ
うな気がします。
　後半の２週間はＩＤＰクラスで勉強しまし
た。最初にクラス分けテストを行い、レベル
別のクラスに振り分けられます。授業では、
文法や語彙なども勉強しましたが、ディス
カッション等もしました。テーマは、幸せに
ついて、シャイについてなど様々で、自分で
話す内容などを用意しておくのですが、同じ
グループの人達の反応を見て説明を付け加え
たり、質問されたりなど、ただ原稿を読むだ
けではなくアドリブも必要になるので、良い
勉強になったと思います。先生の話すスピー
ドが早く、聞き取るのに苦労しました。この
クラスは日本人だけではなく、中国やサウジ
アラビアなどいろいろな国の学生がいて楽し

かったです。かなり英語が話せるのに、なぜ
この人が私と同じクラスなのだろう、と少し
思ったりもしました。積極的でフレンドリー
な人達で、休み時間のおしゃべりが楽しかっ
たです。日本の食べ物の話をすると「日本人
はこんなものも食べるの!?」と驚かれたり
して、文化の違いを感じました。最後の授業
の日にいろんな人に「もっと一緒に勉強した
かった」「寂しくなるね」と声をかけてもら
い嬉しかったです。

アクティビティー
　基本的に午前中は授業で午後はプログラ
ムとして、様々なアクティビティーをしま
した。動物園
やEdmonton�
H u m a n e�
Societyと い
うペットの保
護施設に行き
ました。個人
的には動物園
が印象的でし
た。日本の動
物園とは少し
違い、新鮮だ
なと思いました。プレーリードッグを初めて
みることができて感激しました。
　アクティビティーが無い日はぶらぶらと買
い物へ出かけたり、美術館へ行ったりしまし
た。カナダの土壌のボーリングコアが展示さ
れている大学の建物の場所を教えてもらい、
それを見に行ったりもしました。ただ、専門
用語が難しく、ほとんど理解できなかったの
が残念です。
　９月上旬にはカナディアンロッキーへ行き
ました。日本の山とは全く違う、山の景色に
感動しました。ルイーズ湖は水面の色が水
色っぽいので絵画を見ているようでした。こ
この湖でカヌーをしました。近づくにつれて、
また違う一面も見ることができるので見てい
て飽きませんでした。写真でしか見ることが
できないと思っていた景色を、実際に自分の
目で見ていると思うと本当に感動しました。
バンフという街は観光客がとても多く、街並
みも可愛らしい建物が多くあって素敵な所で
した。日本食の店も多くあり、日本人もたく
さんいます。ワーキングホリデーとしてお土
産屋さんで働いている日本人の方と会いまし
た。話を聞いていて、こんな生き方もいいな
と思いました。

ホームステイ
　私のホームステイ先は、お父さん、お母さ
ん、９歳と７歳と４歳の男の子の３兄弟の家
庭でした。とても家族の仲が良く、にぎやか

で温かい家庭でした。私も実家の家族が恋し
くなるほどでした。子供たちと、忍者ごっこ
やスターウォーズごっこ、ビリヤード、ゲー
ムなどをして遊びました。最初はお互い緊張
しましたが、最後の方になると打ち解けて帰
るのが寂しくなりました。お母さんはキリス
ト教や料理の話から、テレビを観ながら芸能
人のことや番組の背景などいろいろなことを
説明してくれました。お父さんは大学で農業
について勉強していたそうで、農業について
話したりしました。良い話が聞けたと思いま
す。最後の週末に車で３時間もかかる州立恐
竜公園に連れて行ってもらい本当にいい思い
出ができました。私の英語力が無くて、迷惑
をかけたり、困らせてしまったりしたと思い
ますが、本当にいいホストファミリーに出会
えたと思います。

まとめ
　今回の夏季研修で英語を学ぶということに
ついて改めて考える良い機会となり、「なぜ
英語を勉強しているのだろう」と考えたりし
ました。英語ができるといろいろな人と話せ
る、また、より多くの知識などに触れること
が出来るので、いろいろなことを経験できる
からだと思います。
　今まで見たことのない景色を見てとても感
動したり、嬉しいことがあったとき、その感
動を言葉にしようとしてもうまく言えなかっ
たり、単純な表現でしか出てこなくて、もっ
といろいろな言葉を知っていれば、と思いま
した。ただ情報を伝えるのは、身振り手振り、
単語で何とかなりますが、一番大変なのは、
感情や感動、考えを思っている通りに伝える
ことだと思いました。
　また、知らない土地に行きいろいろな人と
会い、見ず知らずの私に親切にしてくれる人
の優しさをとても有難く感じたり、様々な国
の人と話したりすることで、世界での日本の
立ち位置や役割について考えたりしました。
　今回の研修で多くのことを学ぶことができ
たと思います。これらのことを今後の人生に
生かしていきたいと思います。

【研修レポート】アルバータ大学夏季短期研修に参加して
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第41回派遣留学生決定

カナダ留学の
抱負
酪農学園大学
酪農学部
酪農学科４年

木村　俊貴
　私がこのプログラムに参加した理由
は、将来立派な後継者となり実家の酪農
を営むためです。そのために、実家の家
業を継ぐ前に海外に出て社会勉強をした
いと思ったことから、このプログラムへ
の参加を決断しました。
　留学にあたって今回２つの目標を立て
ました。１つ目は、自分自身を変えるこ
とです。今まで両親の後ろ姿を見て成長
してきました。後継者になりたいと思う

のもそのためです。しかし、自分の意見
がなくただ真似をするだけではよい酪農
は営めないと思います。そこで、今回の
プログラムで自分自身の意見を持ち、そ
れを伝えられるだけの力をつけることが
できたらと思います。
　２つ目は、留学先で、大学で学んだこ
とを生かしつつ、より高い技術を身に着
けることです。慣れない土地での長期実
習となるので、英語のスキルがない私は
言葉の壁やそれによるストレスなどで臆
病になるかもしれません。しかし、失敗
を恐れず何事にも積極的に挑戦・対話
する勇気と自信を持って、仕事や授業に
取組み、オールズカレッジでは各国から
の留学生や現地の学生たちと積極的にコ
ミュニケーションを取ることで、英語の

スキルを高めるとともに、各国の情報を
吸収してより広い視野で日本の酪農を見
ることができたらと思っています。
　そのために今も、努力をしています。
そして、貴重な体験ができるチャンスな
ので何事にも積極的に挑戦し、海外での
生活を楽しみ、ひと回りもふた回りも成
長したいと思います。帰国後は海外での
酪農実習から学んだことを生かして、立
派な後継者になれるよう頑張りたいで
す。
　最後に、留学を勧めてくれた先生方な
らびに援助をしてくれた家族に感謝し、
より一層頑張りたいと思います。そして、
将来の夢に向かって第一歩を踏み出した
いと思います。

カナダ留学の
抱負
酪農学園大学
酪農学部
酪農学科３年

加藤　　利
　私は今回のプログラムを通してやりた
いこと、挑戦したいことがいくつかあり
ます。
　私は去年、１年間をカナダの語学学校
で英語の勉強をしながら過ごしていまし
た。いろいろな苦労がありましたが、休
学をして１年間をカナダで過ごしたこと
に後悔をしたことは１度もありません。
この留学をきっかけにますますカナダが
好きになり、今回の留学プログラムを申
し込むきっかけにもなりました。

　今回のプログラムでは、ファームステ
イを行った後にオールズカレッジにて専
門科目を履修するプログラムです。ファー
ムステイ先はどのような農場になるかは
まだわかりませんが、日本に比べて大規
模であることは間違いないと思います。
作業に慣れるまでいろいろ大変ではある
と思いますが、消極的にならず、何事にも
全力に頑張っていきたいと思っています。
　オールズカレッジでの授業履修では、
自分の専攻科目と同じ肉畜の講義がいく
つかあるので、英語の基礎をしっかり勉
強した上で、酪農学園大学で勉強した内
容とは別のグローバルな視点から専門科
目を学びたいと思っています。そのため
にも日々英語の勉強を怠らず、自分に厳
しく頑張りたいです。また、オールズカ
レッジには様々な国籍の学生がいると思

うので、異文化交流にも力を入れたいと
思います。ただ話すだけではなく、日本
の歴史や文化などを紹介し、私とのコミュ
ニケーションを通して日本に興味を持っ
てくれる学生がいれば幸いに思います。
授業にも慣れてきたら、クラブ活動や地
域のボランティアなど、カレッジ以外の
場所で英語を通していろいろなことを学
びたいです。
　きっと辛いことも沢山あると思います
が、「常に全力」をモットーに、何事にも
積極的に頑張りたいです。留学を終えた
ときに自分を褒められるような留学生活
を送りたいと思います。最後に、いつも
私の背中を押してくれる両親、友達や応
援してくれるすべての人たちに感謝して
います。ありがとうございます。

　第41回（2014年度）派遣留学生選考試験が2013年11月13日（水）に適性検査、一般教養の試験、11月20日（水）に面接
試験が行われ、TOEIC（Test of English for International Communications）スコアをもとに選考し、２名の留学生を酪農

研修コースに派遣することを決定しました。
　派遣が決まったのは、木村俊貴さん（酪農学園大学酪農学部酪農学科2014年３月卒業）と加藤利さん（同３年）です。
　木村さんと加藤さんは、３月24日（月）から28日（金）までの５日間、出発前集中英語研修に参加し、４月17日（木）にカナダへ出発する予定です。
　４月中はオールズカレッジにて、酪農に関する専門用語やファームステイの安全管理などを学び、５月から８月下旬までオールズ近郊の農家で
酪農研修をします。９月からはオールズカレッジキャンパス内のタウンハウスに滞在しながら、秋学期と冬学期の２学期間、専門科目を履修します。
すべてのプログラムの修了は2015年４月末で、５月初旬に帰国予定です。

選考試験

　第41回派遣留学生出発式が2014年３月４日（火）に開催されました。木村さんの指導教員の寺脇良悟教授（酪農学
園大学・家畜育種学研究室）と、加藤さんの指導教員の筒井静子准教授（同大・食物利用学研究室）にもご出席いただき、

留学生の２名は恩師の前で、それぞれ留学の抱負を日本語と英語で発表しました。抱負発表の後、麻田会長より激励の挨拶があり、奨学金が
授与されました。

出 発 式
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第40回オールズカレッジ派遣留学生からの便り

　５月１日に竹林さんと井上さん（アルバータ大学語学留学）と成田
空港で合流してカナダへ旅立ちました。まずカルガリーに着いて、し
ばらく待たされたのですが、割とスムーズにビザを発給してもらうこ
とができました。カルガリーからエドモントン行きの飛行機に乗り、
３人ともすぐ寝てしまったのですが、起きたらまだ出発していなくて、
結局１時間遅れくらいで出発しました。その間ホームステイ先の家族
にも連絡できずとても不安でした。エドモントンに着いて荷物を受け
取る場所でホームステイの家族が待っていてくれて安心しました。エ
ドモントンに着いて２日後に１人でバスに乗ってアルバータ大学に行
きました。ちゃんと行けるか心配でしたが、バスの運転手さんも皆優
しかったです。学校では、違うプログラムでカナダに来ていた酪農学
園大学の先輩の山田さんに会いました。すらすらと英語で話せるよう
になっていて私も頑張ろうと思いました。
　私の家はエドモントン市内ではなく、学校に行くまで50分くらい
かかります。ホストファミリーは今まで10人くらいの日本人を受け入
れたことがあるので慣れていて、とても助かっています。こちらに来
てから、プレイスメントテストまでの間は買い物をしたりしていまし
た。そして、ウエストエドモントンモールというとても大きなモール
にも行きました。期待していたのですが、思ったほどではありません
でした。プールや遊園地がある
ので遊びたいです。私のホスト
マザーがズンバというエクササ
イズのインストラクターをして
いるので連れて行ってもらい、
体験しました。踊りながらエク
ササイズをするのですが、とて
も楽しかったです。
　そして７日にプレイスメントテストを受けました。時間通りには始
まらず、日本との違いを感じました。学校が始まり、日本人の多さ
に驚きました。私のクラスは15人いるのですが、その中の７人が日
本人でした。先生のリサはとても面白くていい先生でした。グルー
プトークのようなものが多いの
で、クラスメイトともすぐ打ち
解けることができました。友達
の家で、日本食をモンゴル人の
友達に作ってあげました。お好
み焼きと味噌汁という簡単なメ
ニューでしたが、喜んでもらえ
て良かったです。
　休日には、ホストマザーがValley動物園に連れて行ってくれまし
た。象が園内を散歩している様子を間近で見ることができて、とても
いい体験になりました。動物園で蚊に何カ所も刺されて、数日たって
も腫れが引かず、カナダは日本に比べてなんでも強烈だということが
分かりました。
　ある日、学校に来ると机に１
人ずつバラの花が置いてあって
驚きました。サウジアラビアの
友達が、「今日はハッピーな日
だから、皆でその気持ちをシェ
アしたくて持ってきた」という
ことでした。く驚きましたがと
ても嬉しかったです。
　カナダに来てから１ヶ月が経ち、友達も増えて毎日が楽しいです。
来月で最初のタームが終了するので、少し気を引き締めて勉強したい
です。そしてさらに沢山の友達を作りたいです。

　８月末の段階では、私が住んでいたタウンハウスにはルームメイトがい
なかったのですが、９月の初めにルームメイトと初めて会いました。その
ルームメイトは何と男の子で、かなり驚きました。オフィスの人と話をして、
私のタウンハウスの申込書を確認すると、「あなたは異性と一緒に住むのに
反対ですか。」という質問に「いいえ」と答えていたので、自分のミスでした。
たぶん申込書を書いたときは英語があまりわかっていなかったので、適当
に答えてしまったのだと思います。その後、すんなりと女の子のみのタウ
ンハウスに変えてもらうことができました。
　今月、本格的に専門の授業が始まりました。私が取っている科目は、Principle�
of�crop,�Water�fundamentals,�Annual�cropsです。Annual�cropsはかな
り専門的で、基礎知識がないとついていくのがとても大変です。授業では最
初の方は何を言っているのかわからず、理解したと思ったら話がもう次に移っ
ているということが多々ありました。そのため、授業後、先生に頼んで解説
してもらい、やっと理解につながる感じです。また、今月早くもテストがあり
ました。結果はあまり良くなかったです。毎日、予習・復習をやっていても、
点数につながるとは限らないと改めて実感しました。次のテストは何とかい
い点が取れるように頑張ります。後々知ったのですが、Tutoringというオー
ルズカレッジの学生による家庭教師制度が利用できるそうです。私の場合は、
取っている科目を教える学生がいなかったので、利用することはできません
でした。そこで、全部日本語で理解しようしましたが、無理でした。途中ま
では翻訳していたのですが、諦めました。専門用語などはすべて英語で覚え
ることにすると、だいぶ楽になりました。教科の勉強も大変ですが、実験は
その場でレポートを書かなくてはならないので、かなりきついです。
　最近知り合った友達は、とても優しいです。その子は、前年度オールズ
カレッジに派遣されていた酪農学園大学の学生のことを知っていました。そ
のため、ずいぶん親近感を持ってくれて、野菜のおすそわけしてくれたり、
実験のペアになってくれ、とても頼もしい存在です。カナダに来て、英語を理
解するのに苦労していることなど、話を聞いてくれてかなり助かっています。
　また、自分の英語の発音の悪さが目立ちます。友達や先生に必ず聞き返
されます。改善しなくてはならないです。やっぱり、ネイティブの発音の良
さは違いますね。これから、頑張ろうと思います。
　寒暖差の激しいせいか、９月の初めに風邪を引いてしまいました。この風
邪がなかなか治らず、日本の薬でも効かなかったのです。今後留学する人
たちには、辛くなったら早めに病院に行くことをお勧めします。環境の変化
と、オールズに着いてから休みがないということが大きな要因であると思い
ます。早くこの環境に慣れることを願います。
　10月に入ると、８時頃に日が昇るので、朝起きるのが辛かったのですが、
最近やっとこの生活にも慣れてきました。
　ここのところ、種植え機や収穫コンバインなどついて勉強しているのです
が、機械の部位が全然覚えられなくて苦労しています。この大学の学生は農
家の子が多く、機械のことについて詳しいので、ちょっとうらやましいです。

　先述した前年度派遣の方と知り合いの子と話をしていてわかったのです
が、東日本大震災の際にオールズの農家の方々が大量のサイレージを日本
に送ってくれたということを知りました。その友達の家もサイレージを送っ
たそうです。このことを知って、オールズの人々は優しいのだと感じました。
少しずつですが、お礼を伝えていきたいなと思いました。

平野　美澄
酪農学園大学　　　　　　　　　　　　　

農食環境学群　環境共生学類３年　　　
（2013年４月より循環農学類から転学類）

竹林　佳南
酪農学園大学　　　　　　　　　

農食環境学群　循環農学類３年
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交流実績一覧
年　度 教育者・研究者 学　生 酪農青年 計 備　考派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 合計

1 1974 昭和49 1 8 9 9
2 1975 昭和50 1 9 1 10 1 11
3 1976 昭和51 1 9 1 10 1 11
4 1977 昭和52 1 1 10 6 12 6 18 学生派遣はアルバータ大学大学院
5 1978 昭和53 1 10 2 11 2 13
6 1979 昭和54 1 1 1 8 4 10 5 15 学生派遣はアルバータ大学大学院
7 1980 昭和55 1 1 9 3 10 4 14
8 1981 昭和56 1 1 10 4 11 5 16
9 1982 昭和57 1 1 10 5 12 5 17 学生派遣はアルバータ大学大学院
10 1983 昭和58 1 2 4 4 5 6 11
11 1984 昭和59 1 5 2 5 3 8
12 1985 昭和60 1 7 1 7 2 9
13 1986 昭和61 7 1 7 1 8
14 1987 昭和62 8 2 8 2 10
15 1988 昭和63 9 1 9 1 10
16 1989 平成	元 6 6 6
17 1990 平成	2 1 10 11 11 学生派遣はオールズカレッジ
18 1991 平成	3 4 4 4 オールズカレッジ
19 1992 平成	4 1 1 1 2 1 3 学生派遣はオールズカレッジ
20 1993 平成	5 7 2 9 9 学生派遣はオールズカレッジ
21 1994 平成	6 2 2 2 オールズカレッジ
22 1995 平成	7 4 4 4 オールズカレッジ
23 1996 平成	8 7 3 10 10 学生派遣はオールズカレッジ
24 1997 平成	9 10 1 11 11 学生派遣はオールズカレッジ6名、

アルバータ大4名
25 1998 平成10 6 6 6 オールズカレッジ
26 1999 平成11 2 2 2 オールズカレッジ
27 2000 平成12 4 4 4 オールズカレッジ
28 2001 平成13 3 3 3 オールズカレッジ
29 2002 平成14 1 1 1 オールズカレッジ
30 2003 平成15 2 2 2 オールズカレッジ
31 2004 平成16 1 1 1 オールズカレッジ
32 2005 平成17 1 1 1 オールズカレッジ
33 2006 平成18 4 4 4 オールズカレッジ

（内1名は英語研修コースで派遣）
34 2007 平成19 3 3 3 オールズカレッジ

（内2名は英語研修コースで派遣）
35 2008 平成20 3 3 3 オールズカレッジ

（3名を英語研修コースで派遣）
36 2009 平成21 3 3 3 オールズカレッジ

（1名を英語研修コースで派遣）
37 2010 平成22 4 4 4 オールズカレッジ

（2名を英語研修コースで派遣）
38 2011 平成23 1 1 1 オールズカレッジ

（1名を英語研修コースで派遣）
39 2012 平成24 2 2 2 オールズカレッジ

（2名を酪農研修コースで派遣）
40 2013 平成25 2 2 2 オールズカレッジ

（2名を英語研修コースで派遣）
41 2014 平成26	 2 2 2 オールズカレッジ

酪農研修コース
計 10 8 83 0 146 37 239 45 284

合　計 18 83 183 284
※酪農青年派遣事業はワーキングビザで渡航、1992年からはワーキングホリデービザで渡航
※2006年度学生派遣より、英語研修コースを新設（ファームステイの代わりにアルバータ大学
　エクステンション学部で集中英語研修）

会費・寄付金・助成金

誠にありがとうございました。感謝をもってご報告申し上げます。（順不同・敬称略）
中田　和孝 加藤　寛治 千葉　喜好 五十嵐広司 渡辺　　南 長井　信之
平野　美澄 松浦　健治 泉澤　章彦 安田　　元 竹林　佳南 青野　芳樹
杉本　和彦 加藤　源祐 相澤　　親 伊藤　　智 永谷　芳晴 田村　正司
高橋　智一 （以上19件）

（社）北海道酪農協会　北海道ホルスタイン農業協同組合　（株）町村農場　（有）金川牧場
雪印メグミルク（株）　雪印種苗（株）　学校法人　酪農学園　（公財）酪農学園後援会　�（以上8件）

2013（平成25）年度会費・寄付金・助成金　合計　1,983,000円
平成26年３月31日現在
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編集後記
　当協会会員の皆様、これまで協会の
発展にご尽力された方々や親交の深い
方々のおかげで、当協会創立40周年
記念事業を無事実施することができま
した。皆様に心より感謝申し上げます。
　当協会主催の海外農業技術セミナー
は、隔年で開催することが定期総会に
て決定され、2013年度の開催はあり
ませんでしたが、酪農科学技術の北海
道地域への積極的導入は当協会の重要
な役割と認識しておりますので、次回
開催の際は、また多くの方々にご参加
いただきたいと願っております。
　40周年を機に佐藤貢先生の意思に
立ち還り、これからもアルバータ州と
の人材交流を大事にして、当協会の維
持、発展に努めていきたいという想い
を新たにいたしました。� （篠原）


