
 

Instructions for use

Title 研修報告

Citation 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター生物生産研究農場技術業務報告, 7, 94-99

Issue Date 2007-03

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/34530

Type bulletin (article)

File Information 7_p94-99.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


研修報告

平成 18年度新人職員研修レポート 葛間風花子

1.研修内容と感想

研修の流れは右表に示した通りである。

・畜産製造

研修のメイ ン (来年度からの配属先)であり、 4~7 月に行われた実習を通 じて、一通りの製品の製造
過程をみることができた。

感想ー自分の知識不足を実感した。

技術を身につけるためには努力が必要であると感じた。

当面の目標は、業務内容(製造方法など技術的なことも含む)の把握 ・理解である。

-中小家畜

鶏管理を主体とした研修で、飼料作物(燕麦)の収穫などもすることができた。

研修期間は鶏の育雛期であったため、卵~中雛の過程とそれに伴う業務を研修することができた。

.作物

感想。家畜に触れ合えることや夏の外仕事が楽しいと改めて実感した。

豚 ・鶏の畜産製造に至るまでの過程をみることができたのは、とても意味があったのでは

ないかと感じている。

作物(豆類・米・馬鈴薯)の収穫以降の過程をみることができた。

-園芸

感想 農業機械を運転するのは楽しいということを知ることができた。

多種多憾な作物があり、それぞれの収量などが年によって違ってくるという当たり前のこ

とを知り、そこに面白みとやりがいがあると感じた。

播種~収穫の過程をみることができなかったのは少し残念であった。

雪の多い土地ならではの冬支度作業を研修することができた。

また、農産製造では自主性を尊重して頂き、自由に自分の提案した加工物(茶豆豆腐 ・アロニアジャ

ム等)を製造させて頂いた。

感想 寒い中での外仕事は初体験であり不安であったが、とても楽しかった。

・大家畜

搾乳 ・サイレージ投入 ・パノレクタンク洗浄などの作業方法を習得し、冬の乳牛管理の基本部分を一通

り研修することができた。

感想:自分の経験不足 ・要領の悪さを実感した。

2. 新人職員研修について

研修全体を通して感じたこ左

すべての部署の職員と接することのできる良い機会になった。また、多くの部署の仕事の一部を知

ることのできる良い機会になった。一緒に働いてみて気付くこともあるので、いろいろな人とコミュ

ニケーションをとりながら一緒に働いてみるということは重要だと感じた。

経験があるとないとでは自分の視野 ・考え方などが違ってくる点もあるので、様々なことを体験す

ることに意味はあると感じた。また、様々な部署で研修することで、自分の足りない部分を知ったり、

自分についての新しい発見をしたりすることができた。

新人職員研修について

「新人職員研修=農場職員全員で新人育成に取り組むことのできる絶好の機会lと考える内

それぞれの部署が明確な目的にそった研修計画をたてて臨むことで、より良い新人育成を狙えるの

ではない泊、 .. rこの期間でこの仕事だけはできるようになってもらおうJ
「この時期のこの仕事を知ってもらいたいJ
「この仕事のここにこういう面白みがあるということを伝えたしリ など

安全面で可能だと判断した場合、まず説明するのではなく、「どうやったらいいと思うかJを考え

てもらってから説明してみると、より良い新人育成を狙えるのではなしゅL また、教える側にとって

も、新人研修が新しい発想を得る良い機会になるかもしれない。
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表.新人職員研修の流れ(葛間)

研修部署 主な研修内容とその詳細

畜産製造

中小家畜

作物

園芸

大家畜

畜産製造

最後に、 Hl8年度新人職員研修でお世話になったすべての農場職員の皆様に御礼申し上げます。
至らぬ点が多かったと思いますが、これからは農場職員の一員としてよりいっそうの努力をする所存で
御座いますので、どうぞよろしくお願い致します。
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研修報告

平成 18年度 新人膿員研修レポート

高虫怠子

研修年関予定

研修グループ 行事等 ※()内は日付け

4月 園芸 初任職員研修 (4/ 17 ~ 19)

余市研修 (4/28)

5月 作物 ・養蚕

6月 国芸(養蚕)

7月 作物 ・養蚕 大型特殊免許受検 (7/6)

拓殖大学農場公開見学 (7/19)

8月 関芸 ・養蚕

9月 作物・養蚕 北大農場探検ツアー (9/3)

牽引免許受検 (9/7)

【北海道農業の発展と北大農場]展 (9 / 1 2~24)

10月 中小家畜 札幌農学校 130周年記念行事 ([0/20)

畜魂祭 ([0/27)

11月 中小家畜

12月 畜産製造

I月 畜産製造

2月 大家畜 旋盤・フライス盤講習 (2/19・20)

3月 大家畜 技術織員研修 (3/6-8)

主な作案内容

園芸

リンゴ :腐乱病削り、施肥

プノレーベリー、カーランツ、ミニトマト、トマト、

リンゴ、洋ナシ鉢上げ、収穫、選別 、袋詰

アスパラ.耕転、除草、薬剤散布

良産加工

製造.ハスカップジャム、リンゴジャム

獲蚕

家蚕 ・天蚕 ・神樹蚕 ・エリ蚕の飼養管理

桑 園管理努定等

【感想】

果樹栽培の春における作業と、収穫、製

造過程を体験し、生産物が出荷されるまで

の流れを見ることができた。養蚕では飼養

管理を通して日本の伝統的な産業に触

れ、家蚕に関する基本的な知識を得ること

ができた。

作物

管理作業

スイートコーン、大豆、小豆、馬鈴薯

播種、除草、収穫

馬鈴薯種イモ消毒、浴光催芽

水稲:代かき、田植え、補植、防鳥網被

液、はさ立て作り、収穫、収量調査

収穫機械整備(水稲、馬鈴薯)、プラウ

【感想】

作物類の播種から収穫 ・選別までの過程を

一通り体験することができた。

また、作業の際、沢 山の機械を運転させてい

ただくことができた。広い闘場で大きな機械を

操ることは集中カが必要で難しかったが、楽し

んで取り組むことができた。



作 業 風 景

中小家畜

鶏の飼養管理

給餌給水、糞尿搬出、デピーク(吻切り)、採卵

収様、収量調査:デントコーン

飼料用穀物粉砕.デントコーン、小麦、燕麦

引越し作業運搬、清掃、旧畜舎解体

【感想】

研修期間がちょうど畜舎移転と重なったため、引

越し業務に追われた二ヵ月間だった。デントコーン

収穫の際には大きなコンパインの運転という、貴重

な体験をさせていただいた。

畜産製造

豚枝肉の解体、整理

製造ロースハム、プレスハム、

ベーコン、ボロエアソーセージ

ゴーダチーズ熟成

加工場清掃、包丁研ぎ

【感想】

さまざまな肉製品の製造を体験することができた。

製造の工程は全て手作業で行われ、 1度や 2度で

習得できる技術ではなく、経験を積むことが大切だ

と感じた。

研修報告

大家畜

乳牛の飼養管理

搾乳、子牛への晴乳、牛舎内清

掃、サイレージ・乾草等飼料給与

パノレククーラー洗浄、土日外注業務

準備(物品在庫チェック等)

【感想】

牛舎では機械化が進んでいるため飼

料給与等の作業の負担が軽く、驚い

た。搾乳時は衛生面にとても気が使わ

れていると感じた。

学生実習

野菜・草花の播種、鉢上げ

トマトの接ぎ木、定値

馬鈴薯 ・大豆・スイートコーンの播種

区画作り

田植え

馬鈴薯の収穫

ハスカップ収穫、ジャム作り

農業機械

農家・市場・施設見学

養蚕

ナシ収穫(余市果樹園)

鶏の採血

豚の体測

感想 ~一年間を振り返って~

2006年 4月の新規採用から一年間、農場内全てのグループにて研修をさせていただきました。闘

芸・作物から畜産に至るまで、研修内容は非常に多岐に渡り、大変めまぐるしく、また忙しい一年で

した。実習で学生からの質問に答えられず勉強不足を痛感したことや、効率よく仕事をこなすことが

できず落ち込んだこともありました。しかし、どんなことでも興味を持って取り組むことができるという、自

分の新しい一面を発見することができました。また、全てのグループで貴重な体験を沢山させていた

だくことができ、もともと農業に強い興味を抱いていた私にとって、この一年聞はとても充実したものと

なりました。温かく迎え、ご指導くださった教職員の皆織には本当に心から感謝しています。この場を

お借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

この研修は全てのグループで実際に業務に参加することによ

って、各グループの内情を理解する貴重な機会であったと思いま

す。多少の見直しは必要かもしれませんが、今後も継続していっ

てほしいと思います。

2007年 4月からは園芸グループへの本配属が決定致しました。

カの足りないところもまだまだ多分にありますが、初心を忘れずに

精一杯取り組んでいきたいと思います。
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平成 18年度国立大学法人北海道大学北方生物園フィールド科学センター

耕地圏?水圏ステーション技術職員研修日程表

於北海道大 学北方生物園フィールド科学センター講義室 ほか

同
期
検
噛
閣
時

色。。。

|ンT
9:00 10:00 n:oo 12:00 13:00 14:00 15・00 16:00 17:00 

9:30 10・30 n:30 13:30 14:30 15:30 16:30 

第 1日
居間 議 義 5誇 義 製 造 実 習

「高性能機械作 「廃棄物バイオで宝に
休 憩3月 6日 t梓 業の宿命J ~すすむ水産廃棄物の有

(火) 効利用~J シカ肉ソーセージの製造

式 北海道大学大学 北海道大学大学院水産科

院!良学研究院 学研究院 (北方生物園フィーノレド科学センター省産製造実習室)

教授 教授
自出 俊一 都木嫡彰

第2日

技 術 発 表 施 設 見 A寸uニ-ー

生物生産研究農場 仮屋洋人 技術討論会
休 憩3月 7日 11 中野英樹 石狩資源(食品)循環モデノレセンター 懇親会

(水) 11 高橋太 郎 札幌市下水道科学館

値物園 持田 大

生態系変動解析分野福井信一

静内研究牧場 尾島徳介

第3日

安全教育 講 義 新米試食品 E昨 義 号日室yセb 義 閉

「労働安全術生法j f馬鈴薯裕光催芽 百平 「農業用エンジンとは」 「家畜の飼育環境と家畜福

3月 8臼 が収監に及ぼす影 休 憩 祉J i辞

(木)
生物生産研究成場長 響』 生物生産研究 生物生産研究農場 北方生物園フィーノレド科学セ
(第一種衛生管理者) 生物生産研究農場 股場 技術専門職員 ンタ一面IJセンター長 式

教授 技術専門職員 技術専門職員 若j宰幸夫 教授
荒木 蜂 茂 木紀113 角田 tt敬 近藤誠司

(都合により予定の一部を変更することがあります。)



平成18年度国立大学法人北海道大学北方生物園フィールド科学センター
耕地図・水圏ステーション技術職員研修修了者名簿

番号 所 属 職 名 氏 名

1耕地圏ステーション生物生産研究農場 技術専門職員 生田 稔

21 11 技術専門職員 市川 伸次

31" 技術専門職員 億屋 洋人

41 11 技術専門職員 河合 孝雄

51" 技術職員 葛間 風花子

61 11 技術専門職員 佐藤 浩幸

71 11 技術専門職員 高橋 太郎

81" 技術職員 高虫 慧子

91 11 技術専門職員 角田 貴敬

10 11 技術専門職員 中野 英樹

11 11 技術専門職員 橋本 哲也

12 11 技術専門職員 原田 誠

13 11 技術専門職員 日置 昭ー

14 11 技術専門職員 堀 康孝

15 11 技術専門職員 茂木 紀昭

16 11 技術専門職員 若 i畢 幸夫

17 耕地圏ステーション植物園 技術専門職員 稲川 1専 紀

18 11 技術職員 大森 誠

19 11 技術職員 高谷 文仁

20 11 技術専門職員 永谷 工

21 11 技術専門職員 林 ，申u 一

22 11 技術専門職員 持田 大

23 耕地図ステーション静内研究牧場 技術職員 尾島 徳介

24 11 技術専門職員 川畑 昭洋

25 水圏ステーション厚岸臨海実験所 技術職員 桂川| 英徳

26 11 技術職員 漬野 章 一

27 水圏ステーション七飯淡水実験所 技術専門員 木村 志津雄

28 共生生態系保全領域生態系変動解析分野 技術職員 福井 信一

29 帯広畜産大学畜産フィールド科学センター 盟主E種員 沼田 はるか

(名簿は施設等毎の五十音JI頂)
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