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7  酪農学園大学（前半） 
 
 

日 時  2002 年 12 月 18 日 10：45～12：30 
場 所  酪農学園大学 
話し手  十倉  宏  氏（酪農学園大学エクステンションセンター事務局長） 

太田 一男 氏（前酪農学園大学環境システム学部長） 
     千田  忠  氏（酪農学園大学教職センター主任・環境システム学部教授） 
聞き手  姉崎・光本・相川・石山・上田敦・上田理・大嶋・金澤・川瀬・佐藤・白取・滝ケ平・谷 

 
 
センターの設立経過と活動 

十倉 大変短い時間で恐縮ですが、今日お配りした

資料に説明を加える程度で、少し時間を使わせて

いただきたいと思います。 
最初に、要覧を開いて右ページの酪農学園大学

エクステンションセンターについてです。生涯学

習と国際交流と研究活動、普及出版という 4 つの

部門の業務をエクステンションセンターが担当し

て展開しております。あとから配りました一枚も

のは、私学ですので理事評議員会という最高意思

決定機関・組織があるんですが、その中で報告さ

れた内容をコピーして持ってまいりました。これ

は 2001 年度の事業報告ということで、生涯学習・

国際交流・研究支援・普及出版という 4 つの部門

についての事業報告を行っております。 
生涯学習については、「第 12 回市民教養講座」

「第 14 回」となっていますが、この回数につい

ては年に 1 度の開催となっておりまして、それぞ

れ 12 年前、14 年前から開始された講座というこ

とになります。一番古い講座は「酪農公開講座」

です。これは昨年が 32 回で今年は第 33 回になっ

ています。全国各地で主に酪農を主としている地

域において酪農関係の技術・経営技術についての

本学の教員による講演会を開催しております。 
エクステンションセンターができて今年で 14

年目になります。1989 年にできておりますが、で

きる以前は、各学部の学科が持ち回りで担当して

きたという経緯がございます。エクステンション

センターが設置された以降、こういった公開講座

関係の業務をエクステンションセンターで一手に

引き受けて展開しているという状況です。こうい

ったことを社会との窓口ということでやっており

ますと他のいろいろな企画が持ちこまれて、共催、 

あるいは協力というようなかたちで参加している

ものが徐々に増えてきております。 
その中では、6 番目の江別市教育委員会主催の

「ふるさと江別塾」というのがあるんですが、こ

れは江別市にあります大学が 4 大学 2 短大、大学

の数で言うと六つの大学があるんですが、これら

が共催して、江別市教育委員会の主催ということ

で 4 回の、各大学の持ち回りの講座を実施してお

ります。今年で 3 回目になりますが、江別市から

こちらへの要請ということで、本学が参加させて

いただいているということになります。 
もう一つは 8 番です。これは牛乳普及というこ

とがメインとした企画で、「元気ミルク大学」とい

うのがあります。ホクレンの農協関係の系統がス

ポンサーになりまして、本学を会場にして、小学

生を募集して 3 泊 4 日の日程で体験学習をさせる

ということで、これについても本学教員がいろい

ろな講師とか実験を担当したり、あるいは学生が

協力して小学生の体験学習について支援していま

す。今年も江別市と市の異業種関係の交流関係の

企画で参加してもらえたりして、徐々に本学が主

催する業務の他に、企画が持ちこまれて、それに

参加させていただくことが増えてきています。 
地域貢献ということでは、エクステンションセ

ンターの中では国際交流と研究施設というのがあ

りますが、これはちょっと割愛させていただきま

す。 
4 番の普及出版というものがあります。これは

お手元にお配りしております『酪農ジャーナル』

です。全国誌ということで、単なる PR 誌ではな

くて、年間 1 万 5000 部発行して何がしかの広告

料を頂き、年間購読料が 2 万円ちょっとになって

いる、こういったものを毎月発行させていただい
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て、酪農経営者あるいは酪農関係の農業団体、研

究機関等に頒布しております。今の時期ですと 12
月号ということになるんですが、今回 11 月号お

持ちしたのは、酪農公開講座の特集をこの紙面に

反映させていることからです。これを現地に持ち

こんでテキスト代わりに使っているということで、

こういったものの活用も生涯学習の一環として位

置づけております。これに付随するものとして、

いくつか経営技術関係の書物、あるいは「酪農経

営日誌」、そういったものも発刊を通じて酪農の経

営、技術に対する支援を行っています。今、第三

種郵便物ということで全国にこちらから発送して

いるんですが、実はこれの起源は、通信教育から

始まっております。 
エクステンションセンターは今年で 14 年目を

迎えました。社会とのつながりということでお話

させていただきますと、『酪農学園五〇年史』の

「酪農学園短期大学酪農学校」の部分をコピーし

ておりますが、1948 年にこの酪農学園短期大学酪

農学校の前身であります野幌高等酪農学校、各種

学校として通信教育を行う学校として設置してい

るのが起源になっております。どういった教育提

供を行っていたかといいますと、これに細かく書

いておりますが、現在その時点での酪農経営者、

あるいは将来酪農の経営を行おうとする人に対し

て、通信教育と教材配布、添削指導での通信教育

と現地でのスクーリング、そして彼らが本学に参

集しての集合教育と、その三つの要素を持った学

校として設置してまいりました。お配りしている

資料には、一番最後のページに卒業生の数を数字

としてあげておりますが、これは昭和 54 年末の

数字で、8 万 7080 名ということになっておりま

す。実は時代の流れとともに、こういったニーズ

は段々煮詰まってきまして、この『五〇年史』が

発行された 10 年後にこの学校は廃止されており

ます。廃止されるまでに約 10 万人の卒業生を擁

してきました。 
当時の酪農の状態をいいますと、かつて多かっ

たときには 40 万戸の酪農家族があって、各農家

には 1～2 頭の牛がいて、畑作と牧畜との兼ね合

いをもって経営されていた方がたくさんいらっし

ゃったわけで、そういった酪農振興に関する一つ

の本学が果たすべき教育の役割というのをこうい

ったもので一つ果たしてきたといえると思います。

それで酪農家の学生さんたちにいろいろな副教材

 
太田 一男 氏 

として発行してきたのが、この『酪農ジャーナル』

ということになっております。 
ここにもあるんですが、『酪農学校』とか『酪農

の学校』とか、そういったものが副教材として毎

月発刊されてきました。それが昭和 39 年に衣替

えをしまして『近代酪農』というような雑誌にな

りまして、そこで一挙に補習教材という位置づけ

を残しながらですね、全国の酪農家に拡大販売を

展開したという歴史があります。そして、それを

継続してきて、1989 年にエクステンションセンタ

ーができたんですが、その年にまた新たに衣替え

をしまして、『酪農ジャーナル』というような位置

づけで現在きています。 
ですから、かつては通信教材の副教材として発

刊していたものが、現在は通信教育はやっていま

せんので、毎月一冊、酪農家の手元に編集発行し

ているという状況になっております。 
千田 同業種の雑誌では 3 位ですか 4 位ですか。 
干場 ええ、同種の雑誌についてはコマーシャルベ

ースでやっている雑誌では大手のものがあります

ので、いくつもこういった雑誌があります。その

中で上位 3 誌の一つに位置づけられています。編

集業務、広告営業も内輪でやったり、あるいはエ

ージェントを利用して、というようなことをやっ

ています。 
通信教育を行っている時期には、分校設置とい

うようなことをやっていました。これは自治体と

か農協をメインとしたところに分校を設置しまし

て、地域の農業後継者、農業自営者をそこに集合

させて、技術指導あるいは後半の方については農

業簿記の指導を展開していました。そこへいらっ

しゃる農協の組合長が分校長になりまして、こち

らからスクーリング講師を派遣して展開していま
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した。 
多い年には、ここに出ておりますが、6000 名か

ら7000名の学生を抱える時代もあったんですが、

後半の方はやっぱり年間 300 とか 200 とか、そう

いった数字で推移してきまして、一応のそういっ

たことに対する使命は終えたという判断の下に、

学校が廃止されまして、その機能を大学のエクス

テンションセンターとして受け継いでいます。今

は受け継がれたものは雑誌しかないんですが、雑

誌とともに公開講座、あるいはその他のいろいろ

な業務に、かつて培ったノウハウを活かして現在

に至っているところです。 
酪農学校の通信教育の内容については、お配り

しているコピーを見ていただくと詳しく分かると

思います。現在引き継いでいるエクステンション

センターの内容については、簡単ですがこの B4
で書かれているものを参照していただければ大体

よいと思います。それから、この要覧に書かれて

おります沿革のところで、それぞれの学校の廃

止・認可等の主だったところが記載されておりま

すのでご確認いただけたらと思います。ちょっと

早口で分かりにくいところがあったと思いますが、

このような程度で終わらせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 
姉崎 ありがとうございまいした。 
 
酪農学園前史――黒澤酉蔵と農民教育の理念の形成 

千田 私は着任 3 年目で、少し酪農学園のことを語

らなくてはならないんですけれども、今、第一世

代で語れる方がどんどんこうリタイアされている

時期になりまして、やっぱり第一人称で語るのは

その当事者におうかがいした方がいいだろうとい

うことで、急きょ太田先生にお願いしました。ご

紹介申し上げます。建学以来いらした方ですけど、

昨年まで環境システム学部の学部長をされており、

ここの教授をされています、太田先生です。専攻

は憲法、政治学です。 
一応のテーマとして、酪農学園の独特の理念が

ありますよね、それと歴史的な経過というものは

やっぱり踏まえないと理解できない、それとの関

連で、特に地域社会との関係で酪農学園がどんな

役割を果たしてきたかを留意していただいてお話

を、というふうにお頼みしております。その辺の

個人史的に非常に参考になることが、任期は 65
歳までですけれども、そのときの最終講義の収録

がございます。それから、関連した太田先生の論

文集も参考にしていただければ、と思います。 
太田 今、千田さんからご紹介いただきました、私、

この大学に来て、今年で 40 年になります。酪農

学園ができましたのは 1933 年なのです。私は 35
年生まれですので、酪農学園の方が 2 歳私よりも

古いのですけれども。その前史もありまして、今

の千田さんのご説明だと、酪農学園の歴史と、そ

れから地域教育とのかかわりでどういう役割を果

たしたかというような話をしたいと思います。 
酪農学園は、ここでやっている教育も然ること

ながら、「土を耕すような」教育をやってきたとこ

ろなので、なぜそういうことになったかという話

を主としてしたいと思います。創立者は黒澤酉蔵

と言われていますけれども、彼一人で創ったわけ

ではないんですね。広大な土地を持っている。そ

の土地の一つ一つに農民の牛乳が落ちているので

す。農村から牛乳を集めて、そのお金で買った土

地なのです。そういう学校づくりを始めたのです。 
どうしてそうかというと、ちょっと前史が長く

なりますけど、彼は、水戸に生まれまして、17 歳

のときに、田中正造という、昭和の義人と言われ

ていますけど、足尾銅山の鉱毒問題にとりくんだ

クリスチャンの代議士が天皇に直訴をやるわけで

す。当時は天皇様が偉い時ですから。それで、そ

の報道に触れて、田中正造に会いに行くんです。

それで、莚旗立てて、一緒に運動しまして、今で

いう過激青年ですので捕まっちゃって、監獄にぶ

ち込まれまして冷や飯食うのですが、そのときに

婦人矯風会というご婦人の団体の方に聖書を差し

入れされまして、獄中で聖書に触れて、彼もクリ

スチャンになったという経過があります。 
そんなふうにして運動をやっていたのですが、

田中正造が、あるとき彼に「あなたは北海道へ行

って酪農の新しい道を開け」ということを薦める

わけですね。このパンフレットにも出てないこと

ですけれども、彼は単身で北海道に渡るわけです。

今のような状態じゃありませんので、まだまだ北

海道は荒野だったのですが、そのときにたずねた

のが、宇都宮仙太郎さんという方で、この方はア

メリカに行きまして、アメリカで酪農を学んで来

られて、アメリカで酪農を学びなおしてですね、

アメリカでデンマークの酪農に出会うわけです。 
デンマークは第 1 次世界大戦でドイツに敗れて

自国の中の一番いい土地を取り上げられたわけで
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す。牛はホルシュタインといいますけれども、ホ

ルシュタイン地方は元はデンマークの土地だった

のです。それをドイツに取られてしまいまして、

残ったのがヒースと荒れ野の今のデンマーク地方

だけなのですね。本当に窮乏の底にあったデンマ

ークを興すために、武力ではなしに、“外で失った

ものを内に取り戻そう”ということで、農民教育

運動を牧師さんが中心となりまして始めるわけで

す。 
デンマークに行かれたらお分かりになりますけ

れども、デンマークの農場の周りに石垣がありま

す。その土地で取れた石を積んでつくったんです

ね。ですから今機械でダーッとやっていますが、

今でもまだ石がコロコロ出てくるような、そして、

ほとんど牛の餌になるような草が生えなかった。

そこを、土づくりから始めたわけなのです。『黄金

の土』という本が出ていますけれども、彼らは、

牛を連れていって小便をひっかけて、糞をたらし

て、人間の食えない草を食ってもらって、土をひ

っくり返していくと、粘土でも何でも牧場の土が

つくれるということで、そして農業やる人間は耐

えられる人間じゃなきゃならんということで、国

民高等学校で合宿して勉強するというやり方をし

ています。そういうふうにしてデンマークが立ち

直って、ヨーロッパで一番の酪農国になったので

すね。 
そのことをアメリカで聞いてきて、日本に帰っ

てそれをやろうと考えているこれまたクリスチャ

ンの宇都宮仙太郎と出会って、彼は酪農を始める

わけです。札幌の山鼻というところですけれども、

そこに入りまして、牛を飼うことから始めるわけ

です。そして販売業なんかをやって、そこで牛乳

を絞って 1 軒 1 軒持って廻って飲んでもらう。そ

ういうことから始めたのです。 

ところがご存知でしょうけど、当時の北海道の

農業は、といいますと、何しろこの地には素人が

入ってきたわけですから、札幌の野幌の丘に開拓

100 年記念館というのがありますけど、今から

150 年ほど前に没落士族が中心として入ってきた

わけですね。ですから、ここに入ってきた人は、

この土地の農業を知らないわけです。はじめの 2
～3 年は焼畑であり、肥えた土の上で豆や芋をつ

くれたのですが、すぐ駄目になっちゃって、相当

に追い込まれていったわけです。土が死んじゃっ

たら駄目だということで、飢餓が生じたりして、

そういう状態の中で、黒澤さんたちは、どうして

もここに適した産業を興す必要があると、適地適

作という言葉がありますけれども、この北海道の

土地に最も合った産業を興さなきゃダメだという

ことで、それでそのときにデンマークの理念と会

って、土づくりをして冷害に強い農業、酪農をや

るということで、牛を普及する運動を始めたので

す。 
そのときつくったのが酪連という組合なのです。

細かいことは、私もそこに居合わせませんから、

生まれる前の話ですからね（笑）。そして牛を役牛

としか使わなかったものに、人間が食べられない

ものを食わして、そして乳を搾りながら、ミルク

の有効性を教えながらつくっていくということで、

酪農組合をつくったわけです。ところが牛乳集め

てつくっても飲まないし食わないということで、

大変なんですね。その頃ですね、集まったのがク

リスチャンを中心とした酪農をやっている人たち

が集まって普及活動をやろうということになった

わけです。ですからその元々のそういう酪農学園

のベースになっている酪連というのはですね、北

海道の農民を救済したいと、自分たち自身もきち

っとした経営もしたいし、救済をしたいという、

そして土づくりをしなきゃいけない、ということ

で集まった人たちの集団だったのですね。 
その中に北大を出まして、これはもう本当に先

見の明というのはすごいと思うんですが、当時の

アメリカの大学に行きましてですね、マスターと

って帰ってきたのが先々代の酪農学園の理事長の

佐藤貢さんです。彼はアメリカでバターのつくり

方を覚えまして、帰ってバターをつくったのです。

それがベースになってできたのが、雪印乳業なん

です。ですから、雪印乳業と根っこは一つなので

す。 
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そのとき、雪印乳業もお金があってつくったの

ではありませんから、農民に出資してもらって、

協同組合方式でつくった。元々はだから農民が株

を持っているというか、農民の出資会社なのです

ね。その教育部門として酪農学園を創ったという

経過があります。ですから酪農学園はどちらかと

いうと実技的というか、その目的があって、土づ

くりがあって、農民を救済するということがあり

まして、それで先ほど言いましたけれども、学校

をつくるにはお金がいるものですから、元々農民

は金がありませんから、黒澤さんたちは授業料を

取らない教育機関としてつくったんです。 
そんなことがどうしてできたかというと、その

教育理念を、そういう運動の理念を訴えて毎日出

る牛乳の一握り、牛乳一本ぐらいだと思うのです

けれども、そのくらい拠出してもらいまして、貯

めたお金をベースにして学校を始めた。学校に来

る子どもたちは体一つ持って来い、と。朝晩畑耕

して、先生も一緒に取れたものを食べて、そして

生活をしていくと、自給自足のような、いくらか

雪印から金を回すというような程度のそういう生

活をすることで始めた。それが 1933 年の酪農学

園の機農学校です。 
「機械」じゃないのです。機械農業じゃないの

です。“機を知るは農の始まりなり”――チャンス

ですね。機がありますでしょう、ものには機があ

る。「機会」の機ですけれども、機を知るものでな

ければ農業はやれないということで、「機農」なん

です。そういう義塾を全寮制でやるわけです。今

学園のキャンパスの中に残っているサイロとかで

すね、あちらのサイロもそうです、それから高等

学校の宿舎になっていますが、一部残っています

けれども、先生たちは家族ごと住み込んで、生徒

は 20 人、30 人くらいですかね、生徒と一緒に朝

晩寝起きを共にしながらやっていくという教育を

始められたのです。 
酪農学園がなぜここに建っているかというと、

ここは粘土地だったのです。農業に適していない

土地なのです。酪農圏の保有している土地はいろ

んなタイプの使い物にならない土地なのですね。

ここ粘土地で、畑作にも稲作にも何にも使えない

んですよ。唯一使えるのは酪農なのです。牛を連

れてきて小便をかけて、糞を落として、それを引

っかいて、そしてそこに種を蒔く。そうすると適

地の草が生えるので、その草を食わして、そして

また土をつくる、というようなやり方でやろうと

実験したのがこの土地です。それから角山の方に

下がっていきますと、泥炭地があります。掘り起

こして火をつけたら燃えるような土地ですね。そ

こにも土地を求めたりですね。それからもう少し

向こうへ行きますと、早来のところに砂地があり

ますがそういう砂地を埋めたりですね、あるいは、

植苗には火山灰地がありますよね。あの有珠山の

火山灰地。あの火山灰地にも牛を持っていく。そ

れから福島の白樺台地にも行ったり、別海の誰も

手をつけないようなところへ行って、そこでやっ

てみたり、そういう土地を手に入れてそこに入っ

て、実践してみせるというのが酪農学園の教育課

題であったわけですね。ですから、そういう意味

で土地を持ちまして、そこで実際に酪農の支援を

しながら、やってきたという歴史があります。 
昭和 8 年、1933 年に機農義塾をつくりまして、

しばらく経って、戦後、昭和 23 年に野幌高等酪

農学校という高等学校になりました。そして、昭

和 25 年に短期大学をつくろうとするわけです。 
農民教育をやるにも学校に来れるものとは限り

ませんので、集めてですね、短期の季節的な学校

教育をやる。ここに来て勉強するのは運のいい連

中なので、教材をつくりまして、地域に先生を連

れていってそこで集合教育をやるということです

ね。公民館とか借りまして、そこに寝起きをして、

自炊しながら教育をやるというのを始めたわけで

すね。それが酪農学校というものです。通信教育

で制度ができたものですから、それに乗っかった。 
そうすると、当時は北海道はほとんど短大が大

学だったものですから、それでうちも大学へ昇格

しなければならないということで申請するのです

が、その前にですね、実は酪農学園はキリスト教

でスタートしたのですが、教育の真ん中にキリス

ト教を置かなかったわけです。クリスチャンがや

りましたけど、当時は大政翼賛会の時代ですから、

正面切ってやるわけにはいかないので、それは精

神的支柱として考えてはいたけれども、表に出さ

ないで農業教育をやるということだったんですが、

戦後、解放されます。そして公然と言えるように

なったので、いろんな事があったと思うのですが、

ICU の農学部としてここを教育しようと、機関に

しようということになりまして、同じ理念ですの

で、国際基督教大学です、ICU。それで実はクリ

スチャン、農学系の先生集めるわけです。ここか
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ら出た最初の遊佐さんとか次の学長の牛島さん、

大学出たばっかりの大学院生の頃の彼らを集めま

してね、東京へ送りまして、教師の宿舎に泊めな

がら、東京女子大学の先生方の寮か何かに部屋を

貸りて、集中講義なんかを受けさせて、1 年間待

ったようです。 
そういうふうにして先生方を集めて、申請する

のですけれども、残念ながらお金が無いのと、ICU
の規模が小さくなりまして、それで農学部はでき

ないと諦めちゃうのですね。それでそれじゃ北海

道の義塾を興した短大にしようということで申請

したのです。ところがあった建物がですね、残念

ながら牛舎と寝起きを共にしている宿舎だけでし

ょ（笑）、これじゃどうにもならんというわけで、

実は学生募集していたのですけれども、認可され

なかったのです。 
それで学生を集めておいてですね、認可されな

かったので、早期生というのができちゃったので

すが、酪農短期大学部という、各種学校でもない

無認可の学校をつくっちゃったのです。それで翌

年、必死に若干のものを整備したら、当時のこと

ですから、しかも裏話を聞くと同志社の総長して

いた人がそのころ審査員をしていて、それでいろ

いろと話を聞きますけれどね、要するに、お見逃

しで短期大学になったということです。 
そのときに学長として呼ばれたのが樋浦誠とい

う人なのですね。この学校では、この人のことは

あんまり出てこないのです。樋浦誠さんという人

は宮部金吾さんのお弟子さんで、岐阜大の教授を

しておりました。北大を卒業した生化学のパイオ

ニアです。彼をつかまえたんですね。そういうこ

とをここの人たちはやるわけです。自分が教育を

やるわけではありませんので、先端になる人たち

を集めて、引っ張ってきて、彼に短大のスタート

を引き受けさせたわけですね。 
 
酪農学園の設立――樋浦誠と農民教育の理念の展開 

太田 ほとんど牛舎の手直しをしたのが校舎になり

まして、そこで学生を集めて教育を始めると、短

大教育を始めるということで。そこで時代という

ものが背景にあるのですけれども、当時は大学開

放運動というのがありまして、どこの大学でもで

すね、できるだけそのノウハウを一般に広げよう

とということがあったので、それとも重なったの

と、もう一つは、アメリカのミッションが、日本

のそういう農村教育に協力するということで援助

を申し出たということで、それでその力も結合し

まして、樋浦さんは「三愛塾」というのを学生の

教育とは別に始めます。 
校舎に寝起きを共にして、2 週間くらいのプロ

グラムで全道、全国から学生を集めるわけですね。

彼らは実際に農業をやっている人たちで、どうい

うふうな集め方をしたかというと、先ほどの酪連

のニュースで檄文を送りまして、集まれ、と言っ

てやるのですが、ここに来ている学生さんたちに、

あなたたちは村のエリートだと、ここへ来て勉強

できるエリートだと、周りには学校へ行っていな

い人がいっぱいいるではないかと。こういう人た

ちに大学の教育をする必要がある、ということで、

先生を連れて行くから向こうで集めてもらってや

ってもらう。教育委員会だとか農協を動かせと言

って、青年たちに火をつけて、青年たちが交渉し

て、1 週間か 2 週間の宿泊合宿をやるのですね。

それから、ここの野幌の方には来いと。当時は弁

当といいましても芋だとか南瓜とかです。毛布一

丁持ってきて、床の間にゴザを敷いて、そこで毛

布に包まって、薪ストーブをボンボン燃やしなが

ら寝食を共にした。そういう運動を始めたのです。

そういう意味では、社会教育のそういうのが出て

きたのですね。 
それと先程ありました酪農学校、通信教育が同

時にスタートしました。内部の話をしますと、若

干そこで異論が出るというか、純粋にここはキリ

スト教の学校ではないんですね。戦後の教育理念

として彼らは自分たちの持った信仰をここの教育

で生かしたいというふうに思ったのですが、農業

教育をやるためには、農業技術を持った先生を集

めなきゃいかんということで、その中心となった

人が先生方は帯広の農業高校の校長をやっており

ました川村という人が、のち北海道の教育長なん

かやりますけど、キリスト教が嫌いなのですね、

そういう人も抱きこんじゃうのです。彼が酪農学

校の責任者になって、後には常務になりますので、

この辺からこの学校をややこしくさせているので

すけどね（笑）。キリスト教はどちらかというと理

屈をいいますから、嫌われて、非キリスト教の力

の方が酪農学園の中では強いということがありま

すが（笑）。 
そういう両方の動きで外に向けた教育法を展開

しております。「三愛塾」は、私もそこにちょっと
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かかわっているのですけれども、それはどこでや

っているか本当は分からない状態になっているん

です。今も通じているのはですね、瀬棚、それか

ら名寄、中標津、富良野、新冠、根釧、そして北

見とか岩手とかですね。札幌でもやりました。い

ろんなところにつくったのですけれど、それがだ

んだんなくなってきた。しかし、そういう「三愛

塾」をやられたというのは、樋浦先生を連れてき

た結果です。 
同時に、大学はそういう運動と併せて、ここで

短大から 10 年目に大学になって、酪農学科から

スタートしまして、そのあと経済学科ができまし

た。それから農村に獣医が不足していたので、人

数も少ないですけれども、北大、蓄大を出られた

数も少なかったのですから、どうしても現場に入

って農民の牛の面倒を見てくれる獣医が欲しいと

いうことで、獣医をつくります。獣医師会の大反

対に遭いましてなかなか難産だったんですけれど

も、幸か不幸か、最初は定員 40 名だったもので

すけれども、今 140 名定員がいる一大勢力になり

ました。それから食品学科をつくり、食品流通学

科をつくり、そして最後に環境システム学部をつ

くりまして、その中に地域環境と経営環境をつく

ったという流れです。 
それから、特色的なことは、短大を大学に改組

したときに、大学に来られない現場で農業をやっ

ている人たちの教育をしたい、ということで、

1964 年に「2 コース」ってありますね、私がここ

に来た年なのですけれども、これどういう学校か

といいますと、2 年の学習課程を 3 年でやるとい

う計画です。営農しなきゃならんものですから、

3 年でやるというということで、二部ということ

になりました。実は、二部というのは文部省では

夜間ということなものですから、うちが始めてか

らしばらくして拓大が始めました。文部省は公認

というかたちではなくて見逃しました。悪い事は

していませんので（笑）、ケチのつけようがないの

で、やっていることはいいことだけど、法律がつ

いていかないので、まあ見逃すということで（笑）。 
そういう流れで来ましたので、短大の 10 年間

の卒業生は、ほとんど農村に帰っています。それ

から食品関係の方に行っている人が多いですね。

私なんか当時びっくりしたんですけれども、道庁

のかなりのポスト、省庁のそういうところまで入

っている人たちが多いですね。そして教員にもな

っている。それから大学の 1 期生、2 期生は、農

業高校の先生にかなりなっていきまして、確か北

海道の農業高校の先生の半分…。 
千田 7 割。 
太田 7 割ですか。そういう状況で農業教育に寄与

しているのですね。農業委員とか地域の教育委員

だとか、それから町会議員だとか、その辺の仕事

を、特に組合長がかなり多いんじゃないでしょう

か。そういうかたちで、派手でないですけれども、

現場での教育実践というか、社会実践というのが

あると思います。 
それから女子教育です。ちょっと異色に見える

のですけれども、日本の社会が変わっていく中で

の女子教育の必要が迫られてきまして、特に江別

市が、高校の間口が足らなくて、あふれる高校生

を何とかしてほしいということで、三愛女子高等

学校を設置いたしました。特に農業教育をやって

いるわけではありませんし、農民の結婚相手をつ

くるという、そんなちゃちなものではなくて、普

通教育、酪農の理念に立って、三愛の精神に立っ

て、女子教育をやるということで始めたのが三愛

であります。 
ここにも、当時の流れがあるんです。戦後のキ

リスト教がわっと入ってきて、その広がったその

エネルギーの中で、洗礼を受けた若いクリスチャ

ンの先生方が三愛と機農校に多数入るわけです。

その引き込みをやったのが樋浦さんということで、

ある種のリバイバルオープンみたいなものがあり

まして、三愛は、そういう意味では女子高ですけ

れども、かなり特殊な教育を、そういう戦後の動

きの中でやってきたと思います。そして、その延

長線上に短大の方に教養課程をつくったというの

が経過です。 
経営学科とか、そこら辺になりますとね、先生

方に関係者がいますからなかなか言いづらいんで

すが、理念とちょっと遠いところがあるかと思い

ます（笑）。実は、短大の教養と経営をつくるとき

に、私自身は看護とか地域福祉をやろうと提言し

たのですが、受け入れられませんでした。それこ

そ一生懸命言ったんですがね。 
私は憲法、政治学、平和学で、ユーゴスラビア

の研究やっているのです。なんでお前はここへ来

たかというと、昭和 39 年に、樋浦誠さんは、「『三

愛塾』運動をやる上で、社会科学やらないと自然

科学の勉強だけ教えていたんでは本当の社会は変
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わらない。社会を科学する人間を育てたいので、

社会を科学するクリスチャンが欲しい」というこ

とで、全国のクリスチャンの先生を訪ねて歩くん

ですね。それでたまたま私の恩師に当たる京大の

岡田良夫先生のところへ行かれて、岡田先生が樋

浦先生と火花が散るほどの出会いをしちゃって、

息子さんをこっちへよこされたんです。それで、

その時僕も一緒に行くということで、それを樋浦

さんは誰かいないかということで、君行けという

話になりまして、私ここへ一切捨てて来たという、

それで来たら樋浦さんがクビになっている（笑）。

その辺から学園の方向が変わってきました。 
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8  酪農学園大学（後半） 
 
 

日 時  2002 年 12 月 18 日 14：00～15：30 
話し手  干場 信司 氏（酪農学園大学酪農学部教授） 

      千田  忠  氏（酪農学園大学教職センター主任・環境システム学部教授） 
聞き手  姉崎・光本・相川・石山・上田敦・上田理・大嶋・金澤・川瀬・佐藤・白取・滝ケ平・谷 

 
 
学園の理念と｢担い手養成コース｣ 

干場 僕は酪農学園大学に勤めさせてもらって 8年

目です。ですから、歴史的なことはよく分かって

いない部分がたくさんあります。2 コースの話も、

今頃になって調べ出したという状況です（笑）。

そのあたりの状況を太田先生から聞かれたとい

うことで安心しています。 
8 年前までは何をしていたかというと、国家公

務員、国の北海道農業試験場に 9 年くらい、その

前は北大の方に 10 年くらいいました。その前は

道立の試験場にいたということで、道立・国立、

それから大学・試験場というところを、クビにな

りながら移ってきました。それで僕は、やっぱり

酪農学園大学というのはいいな、と思って、非常

にタイミングよく声をかけていただいたものです

から、僕としては喜んでこちらへ移らせてもらっ

たという状況です。 
おそらく、僕も本学の理事会がやっていること

に対して批判的なことを言うと思うのですが、そ

れはうちの学園がおかしいということを言ってい

るのではなくて、うちの学園の非常にすばらしい

ところをきちんと果たしていないという意味で申

し上げているつもりです。 
うちの教職員組合は今 75％くらいの加入率で、

公務員じゃないので団体交渉をやるんですけれど、

のべ 140 人くらいが夜の 11 時までずっと団交を

やっていました。 
千田 11 時半ですね（笑）。 
干場 その内容が、給料カットしてもいいから、う

ちの学園の方針は何なのかということをきちんと

聞きたい、というようなおもしろい組合です。組

合の話をする場じゃないんでしょうけれども（笑）。

組合の規約に、労働条件・生活条件を確保すると

いうことがもちろん書かれているんですが、同時

に、研究・教育をきちんとするんということが書

かれている。珍しい規約です。僕はどちらかとい

うとそれが好きで、組合をやらせてもらっていま

す。 
その中でも皆さんかなり激しく詰め寄ったりし

た部分があるんですが、それは、繰り返しになり

ますけれど、うちの学園のすばらしい考え方をち

ゃんと認識していないんじゃないかというところ

が大きかったような気がします。 
なぜ、酪農学科のカリキュラムを変えようとし

ているのかということは、それとも関係するんで

すが、黒澤酉蔵さんの本を読んでいただくと分か

りますように、なぜつくったかが書かれています。

そのこと自体、僕は大変すばらしいことだと思っ

ていますが、もともと雪印の職員に優秀な人を送

るのが、一番最初の具体的な目標でした。そのう

ちに、雪印だけではなくて、いろんな酪農の世界

に人を送り込むのが目的になりました。 
「担い手養成コースの教育目標」というのがあ

りますけれど、これはまだできていないものです

から、一人歩きするとまずいんですが、その背景

のところを読んでいくと、「日本の酪農にとって担

い手をいかに養成するかは極めて大きな問題であ

る」。農林水産省でも 1998 年から委員会を設けて

検討を行っています。お金を相当使っているんで

すね。 
ホクレンではなく単協、具体的には JA 浜中が

独自で後継者を養成する施設をつくりました。こ

れが最初で、その後、別海にできています。そこ

には国の補助があってつくることになったんです

が、単協が自分でそういうことをやろうとしてい

る。それから、レディース・ファーム・スクール

というのをつくって、毎年 10 人くらいで、希望

者が農家に入っていく。入ってと言っても、住み

込みではなくて、ちゃんと寮があって、そこから

通うかたちです。農家も 1 軒じゃなくて、1 年間
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のうちに何軒か行く。これは余計な話ですけれど、

農家がきれいになったというんですね。レディー

ス・ファーム・スクールの人たちが来るようにな

って、親父さんたちが女の人が来るからと言って、

きれいにするようになった（笑）。そういう話もあ

ります。そのためにやっているわけではないので

すが、そういう効果もある非常にユニークなもの

としてはじめています。鹿追町とか、ほかのとこ

ろでもはじめています。 
うちの学校は本来どうであるかというと、この

本の中に、「有為な人材を農家に送り出すのが本学

の使命である」とあります。ではうちの大学が有

為の学生を送り出しているかということについて、

ずいぶん議論したんです。外からやってきた人間

が―もう 8 年もたっていますけれども、相変わら

ず外から来た人間がって言われるんですけれど

（笑）、うちの学園はそのことをずっとやってきた

んだ、と言われます。そのことは事実だと思いま

す。農村の農家さんであったり、普及員さんであ

ったり、農協の職員であったり、獣医さんであっ

たり。本当に現場にはたくさんいらっしゃいます。 
僕たちが一番感じていることは、現場に入ろう

とするとわけもなく入れるんですね。行ったらす

ごく歓迎してくれる。どこの農家さんに行っても、

うちの卒業生がたくさんいて、うちの学園だとい

うだけでものすごく協力をしてくれます。自分が

北大にいたときに調査に入ろうとすると非常に大

変でした。国の試験場にいてもそうなんですが、

行政機関を通してでないとなかなか入れないんで

す。そうではなくて、ズバッと入っていけること

がいかにすごいことか、ということにうちの学校

にずっといる人は気づかないんですね（笑）。そん

なものは当たり前だろうと思っています。 
うちの学園はありがたいことに、道内は非常に

少なくて、道外からたくさん来るんですが、現場

へ行きたいという学生が大勢います。男性は農家

の方が多いんですが、それでも 3 割 5 分くらいで

す。女性は 5％くらいしかいません。本州から来

る学生が多いんですけれども、彼らは農業とか酪

農ということに違和感を全く持っていない。逆に、

できれば自分もそういうことをやってみたいと考

える人が多いんです。東京・横浜・埼玉といった

ような本州の大都会の普通高校からうちの学校に

来る人がけっこういます。学校で同じことを考え

ている人がいたかって聞くと、いや、私 1 人でし

 
干場 信司 氏 

た。だいたいそうです。そういう学生が集まって

います、ありがたいことに。ですから、現場に入

ることに違和感はないですし、くさい臭いもする

んですけれど、あまり頓着しないという学生が多

い。 
 そういう学生を、本当にすっと農家に入れるよ

うな教育をしているかどうかというと、これはな

かなか十分ではありません。十分ではないという

状況に、われわれの方も気づいていない。 
これはどこの大学でもそうですが、北大が最も

それをやらなければならないはずのところでした。

北大の農学部というのはそのためにつくられたわ

けですし、僕もそこで教員を 10 年くらいしてい

たわけですが、そういう関係がどんどん失われて

いる。北大の先生方とおつきあいすることがよく

あるんですけれど、現場のことを一緒に話してい

ける先生は、多分 5 本の指が余る程度です。両手

の指だけは絶対にない。農学部で、ですよ。その

ことを話しても、何を言っているのか分からない、

あるいは、そんなことを話してもしょうがないと

思っている先生の方が圧倒的に多い。現場のこと

を考えている先生方とは、いや困ったことだよね、

と話し合いますが、なかなか…というのが現状で

す。札幌農学校は実学からはじまったはずなんで

すが、僕から言いますと、今北大はその役割を果

たしていない。それは北大だけではなくて、蓄大

ももともとはそういう実学志向で来たはずなんで

すが、どんどんそういう関係を失っている。 
そして、実はご多分にもれず、うちの学園もな

んです。うちの学園は農家さんがつくってくれた

学校です。そんな学校はまずないと思うんですが、

そういう学校でありながら、農家さんを見ないで

仕事をしてしまう。雪印が潰れたのもそれが原因
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だと思います。農家さんがつくった組織なのに、

農家さんを見ないでもうけに走るとああいうこと

になる。それだけでなく、もっと大きな問題もあ

ると思いますが。 
うちの学校は北大や蓄大の後を見て動いている

ところがあります。実学と言い出したのはうちの

学校の方がずっと後です。お手本になる学校が方

向を変えてしまっていて、その方向に行かないと

時代遅れになるかなという雰囲気がうちの学校の

中にはあります。僕たちの気持ちから言いますと、

非常に悪い言い方になりますけれども、役割を果

たしていないところの真似をしてもしょうがない、

というのが正直なところです。北大・蓄大も似た

ようなところがあり、うちの学校も同じような方

向に行っている。それはまずいと思います。うち

の卒業生が農村で役割を果たしていないとはいい

ませんけれども、もうちょっと近いところで、う

ちの学園はこだわるべきではないかと考えて、こ

んな提案をさせてもらっています。 
 酪農学科はうちの学園の中で最初からある、い

わば兄貴分のところなんですが、そこでも、何で

そんなものをつくる必要があるのか、と意見が割

れるような状況です。でも、そんな中でも、うち

の先生方はこういう話をすると響くところがあり

ます。体に染みているところがあります。そうい

うふうに行こうかという先生が多くいらっしゃい

ます。ということで、今、何とかこういうものを

つくろうと考えているんです。 
 
農家との協力 

この教育目標のところに書いてありますように、

今のところ、4 年間のうちトータルで 1 年間農家

さんに入ってもらおうと考えています。連続では

ありませんが、2 年の後期と 3 年の後期に合計 1
年間農家さんに入ってもらう、これは同じ農家さ

んではなく、違う農家さんです。そのときに、農

家さんに任せるだけじゃなくて、電子メールで、

例えば牛の育て方について定期的に報告させると

か、あるいはわれわれが現場に定期的に行って、

そこに 3～4 人の学生が入っているわけですが、

一緒に農家さんも集まっていただいて、そこで、

牛の飼い方とか、僕は畜舎のことが専門なんです

けれど、畜舎がどうなっているかについての話を

する。そういうのがいいかなと思います。 
浜中町では、ぜひそれをやってほしい、そのと

きにぜひ若い農家さんも参加させてほしいと言っ

てくれています。すぐにとはいかないんですけれ

ども、われわれにとっては非常にうれしい話です。

三愛塾という機会をわれわれのところはもってい

ました。ところが、それは消えてしまいました。

かたちは違うんですが、そういうのが地域ででき

てくると、うちの学園の本来の役割をもう一回現

場で果たすことができるんじゃないかと思います。 
 農家の人の協力を得ないとできないことです。

農家の人が、現場のことを教えてくれるわけです。

それだけではなくて、われわれの方からの情報を

学生を通して伝える。でも、一番得するのはわれ

われでして、われわれが現場の情報を学生を通じ

て知ることができることが、一番のメリットかな

という気がしています。それで、うちの学科の先

生方が現場の情報をじかに知ることができると、

うちの学園全体が変わってこれるかなと思います。

そういうふうに現場の中で育ててもらうことが必

要かなと思います。 
 なぜそれほど現場にこだわるかというと、いく

ら学校の農場の中で実習をしたとしても、やはり

現場とは違うんです。農家さんがどういうことを

考えながらやっているのか、どんな生活をしてい

るのか、どんなグチをこぼしながら、あるいは家

族とどんな話をしながらやっているかということ

をじかで感じてもらわないと、本当に知ったこと

にはならない。半年ずついたら知ったことになる

かどうかは分からないですけれども、こっちにず

っといるよりはだいぶ違うだろうと思います。そ

れだけではなくて、それを経験した上で、うちの

学校の座学をしてもらうことによって、聞き方が

全然変わるだろう、そこが大事かなという気がし

ています。 
 われわれは、デンマークの国民高等学校の真似

をしているわけです。国民高等学校では、やはり

行ったり来たり何回もする。そういうかたちで農

業者を養成しています。これは歴史的にはすごく

古くて、グルントビーというデンマークのキリス

ト者がつくり出してきたやり方です。うちの学園

はもともとデンマークのやり方をもとにしてつく

られた学校ですので、本来は深いつながりがある

んですけれども、最近はそういう考え方は少し忘

れがちかなという気がします。そういう農業者養

成教育を、もう一度考えてみる必要があるという

気がします。いろんな問題が出てくることを覚悟
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して、まずはやってみようという話をしています。 
2 コースの話は、1984 年に廃止されていますの

で、僕も具体的には知らないんですけれども、考

え方は、農家の人に直接集まってもらう。現場に

いる方に同時に座学をやってもらうというのがね

らいです。これは非常におもしろいやり方だと思

うんですが、制度的には全く無視してつくったわ

けです（笑）。酉蔵さんはもともと必要なものをつ

くれという考え方で、それは僕はとても好きなん

ですけれども、それが機能してきた面もあるし、

そのおかげでダメになったものもあると思います。

うちの学園の特色を明確に出すためには、そうい

う教育をしてもいいかなという気がしています。 
 こんな話を僕たちは 3 年半くらい前からしてい

たんです。それは高校の先生と大学の他の学科の

先生と 5 人くらい集まって、“勝手連”をつくり

まして、そういうことを考えようとしてやってい

ました。そこで案をつくりまして、理事会に直接

話を聞いてもらいました。それはもう 3 年くらい

前のことですが、理事会はいいぞ、という話でし

た。われわれが思っていることをそのまま案にす

るのではなくて、そういうことを考える場をつく

ってくださいということでした。そういう話を学

長にしてもらうことになっていたのですが、全然

動いてくれなくて、ずっとそのままでした。それ

で、うちの学科の先生から、うちの学校でそんな

ことをやっていこうとしてもできるわけがない、

と怒られました。うちのような小さい大学でオー

プンの議論がなかなかできないというのは、すば

らしい理念をもっていてそれを継承していく上で

は大きな問題だと思います。うちの学科で議論を

はじめたのは 2000 年の 10 月です。そのくらい時

間をかけてもなかなか進まないというのが現状で

す。 
 実は、拓殖短大でも同じようなことをやってい

まして、あそこには、相馬さんという道の中央農

試の長をしておられた方が行かれました。すばら

しい方で、現場のことにものすごく詳しいですし、

北海道のクリーン農業ということを言い出したの

もこの方です。その方が考え方と現場との関係を

つけてやりだしたんだろうと思います。それが具

体的にスタートしています。 
 われわれの方は、エキスパートをつくるんだと

いう意識があるんです。これが続くかどうか。現

場のことをきちんと理解した上で座学もきちんと

学んで、将来現場を支えていく。これは農家さん

であっても、そうじゃなくても現場を支えていく

人を育てたいというのがわれわれの今のところの

考えです。これは教育目標というところに書いて

いるつもりです。 
 うまく行けば、来年の 4 月頃にできているとい

う危なっかしい状況なのですけれども、まずは 10
人くらいからはじめてみようと思います。それが

いいぞ、ということになれば、今の短大がそうい

うふうに変わるかもしれません。酪農学科は昔か

ら比べると入学者の成績がよくなっていまして、

入りたい人が入れないという状況があります。特

に農家さんの子どもが入れないということがあり

ます。そういう人は入りたいと思っていますので、

コースをつくれば、けっこう人は来ると思います。 
うちの大学の学科のつくり方は、環境システム

学部をつくったときもそうでしたが、どうも一般

化しようと思っているところがあります。先ほど

もいいましたように、うちの学校は、本州の高等

学校で 1 人か 2 人しかいないような人がやってく

るような、特殊なことをやっているところです。

特殊なことをやろうとしているところなので、そ

れでけっこう人も集まってきているのに、一般化

しよう一般化しようとしている（笑）。 
今環境問題をあつかっている大学なんて全国に

たくさんあります。そのうちの一つになったって

うちの大学の役割は果たせないわけです。酪農学

園なら、やはり農業ということの絡みで環境だよ、

それは実は農業の基本なわけです。農業と環境と

いうのは切っても切り離せない。僕は、環境問題

というのは農業の問題と基本的に同じだと思いま

す。「循環」と「共生」というのは環境問題のキー

ワードですし、農業のキーワードでもあります。

農業の問題をきちんと扱うことなしには地球環境

の問題も扱えない、それくらい密接な関係がある

わけです。そのことを基本にして、うちの環境シ

ステム学部が動き出せば、もうちょっとおもしろ

い、違ったかたちになるんじゃないかと思います。 
 酪農の方も、獣医の方も、一般的な酪農、一般

的な獣医、一般的な経済というふうになろうとし

ているような気がしています。そうじゃなくて、

どんどん特殊化していかないと、うちのようなと

ころは潰れてしまう。これは本当は北大も同じだ

と思っています。 
 そういう意味で、特徴をきちんと明確にするた
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めにも、名前もまだ未定ですが、“担い手養成コー

ス”をやっていることが、うちの学校のバックボ

ーンになってくれないかな、と思います。 
 資料の中に、学生にとったアンケートがありま

す。1 年生・2 年生ですけれど、「興味ある」が 80％
を越えるような状況です。興味があるのと実際に

やるのとは違うんですが、あったとしたらそうい

うところに入るかというのも半分を超えています。

本当に入るかどうかはまた別ですけれども。でも、

うちの大学に入ってきた学生はほかの大学とはだ

いぶ違うと思います。こんな結果が出ています。 
 私立大学の畜産系のところは、私立大学畜産学

研究協議会というのをつくっていまして、例えば

北里ですとか、日獣、麻布、東京農大、そういう

ところが入っていまして、ずっと学生にアンケー

トをとっています。その中で、うちの学園は際立

って農家さんの息子が多い。うちの平均は 20数％

ですが、他の私立大学は 5％に行っていません。

それから、入ったときの意識として、産業として

の農業ということを意識している学生は、うちの

学校は際立って高いのが特徴です。そこを大事に

する必要があると思います。 
 そんなことで、“担い手コース”というものをつ

くろうとしているところです。 
 
教養教育 

上田敦 酪農学園大学の教養教育の改革について

お聞かせください。 
干場 基本的にはそんなに大きく変わろうとはし

ていません。5 年前、環境システム学部ができた

とき、その前は教養専門の先生がいらっしゃった

んですが、全員学部の分属になりました。主に環

境システム学部に来られた。そのときにセメスタ

ー制度にしようとかいう議論はありましたが、中

身を変えようという議論はあまりありませんで

した。 
千田 実学的な酪農の教育というのを技術教育に

矮小化するのではなくて、もっと幅広い教養のベ

ースを基盤として成り立つ酪農教育の場合の教

養とは何かということです。 
干場 専門基礎と呼んでいるものですが、先生方が

替わりながらそういう話をしていく科目はあり

ます。例えば、酪農概論という科目を 1 年生のと

きに受けるんですが、前期は半分近い先生が 2 回

ずつ授業をやります。後期は残りの先生が 1 回ず

つ、というかたちで、全員の先生が、それぞれど

ういうことをやっているかという話をする機会

があります。それぞれの先生が自分たちの分野で

どういうことをしているのかという基本的な話

をしています。専門的な話も入りますので、どこ

まで理解できているかという問題はありますが、

学生はすごく興味をもってくれます。 
 うちの建学の精神をずっとやるというのはあ

りません。ただ、学生はいやというほどいろんな

授業の中で聞かされています。僕も 1 年と後 3 年

まで授業はないのですけれども、かなりの頻度で

こういう話をしています（笑）。それから、うち

の卒業生で現場に出ている人に来てもらって、毎

週話をしてもらう。「実践酪農学」と勝手に呼ん

でいますが、そういう機会をもちたいと思ってい

ます。それは“担い手コース”だけでなく、うち

の学科のすべての学生に聞いてもらおうと思い

ます。 
 それから、短大の方ではすでにはじまっていま

す。カリキュラムが今年から変わったんですが、

5 人くらいずつに先生方がついて、半期、十数回

の授業で、それぞれの先生ごとに基本的なテーマ

があり、それを勉強してきて発表する、その中で、

小グループで基本的なことを学んでいく。「牛の存

在意義はなんだ」とか、僕のところの学生には、

「農業が正当に評価されているか」というテーマ

でやってもらっています。それを他の学生も、質

問したりするかたちで聞きます。 
 それからもう一つは、現場へ行ってデッサンを

する。例えば牛はどんなかたちをしているか。鶏

はどうか。実物を見せないで書かせると、牛の乳

頭が二つしかなかったり、六つあったり、鶏の足

が四本あったり。うちの大学に来る学生ですらそ

うです。 
上田敦 帯広畜産大学では 1年生のうちから専門教

育も履修させるようですが。そういうことはあり

ますか。 
干場 専門基礎科目という科目があります。例えば

「土壌学」などです。 
 
学生の農業への関心 

姉崎 研修型事業のようなオープンカレッジ方式

や帯広畜産大学の別科のようなかたちではなく、

正規のコースの中に担い手育成のコースを位置

づけるというお話でしたが、いろいろなパターン
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の中で特にこのコースを選んで開講しようとさ

れていることについてもう少しお聞かせくださ

い。 
干場 うちの大学は大手企業に勤めている人は多

くはありませんが、就職がないかといえばそうで

はなく、現場に近いところに入ろうとすればけっ

こうあるんです。行きたいといえばとってくれる

ところはたくさんあります。うちのゼミは学生が

50 数人、教員は 2 人です。基本的には教員は 1
人 1人ですが、グループをつくってやっています。

今年は 30 人くらいの卒業生がいますが、そのか

なりの部分が現場に入ります。卒業してから農家

に実習に入るなんていうのが当たり前になって

います。あるいは酪農ヘルパーというのがけっこ

ういます。 
ただ、雇用者として農家さんに入ることはある

んですけれども、もう少し進んで、経営者として

入ることはない。 
この間浜中の組合長が来て講演していただいた

んですが、ニュージーランドにシェアミルカー制

度というのがあります。どういうことかというと、

経営を委譲していくときに牛を管理する人を雇う

んです。いわゆるオーナーとマネージャーという

かたちにして、そのマネージャーの方をシェアミ

ルカーというんです。例えば 1 年間の収益を何％

ずつ分配しようとか、そういう契約をするんです。

だんだんその割合が変わっていったり、シェアミ

ルカーの人はもっと条件のよいところに移ったり

して、最終的には自分で経営をしていくことなる。 
そういうシステムを日本でもつくれないだろう

か。そのときに、シェアミルカーとして働けるよ

うな学生を育てたい。おそらくそういう学生がい

れば企業の方がだまっていない、欲しいというの

ではないかと考えています。そういう現場のこと

を分かって卒業してくる学生はほとんどいないの

で、貴重な存在です。 
今でもそういう学生はいて、自分で勝手に現場

に入る学生はたくさんいます。夏休み、あるいは

卒業してから実習に入って、どこかに就職しよう

とする学生です。あるいは卒業してからデンマー

クに 1 年行って、それから自分のうちに入るとか、

ヘルパーをしながら自分で経営できる場所を探し

て、とか。 
姉崎 酪農学園は現場に対する意識は強いが、少し

変化もあるというお話でしたが。 

干場 研究室によって志向が違うんです。僕らは家

畜管理学なんていう現場に近いところにいます

から。でも、他の大学に比べたら現場志向は強い

んじゃないかと思います。 
光本 酪農に現場志向の強い学生が集まるのはな

ぜでしょうか。 
干場 昔からの、酉蔵さんが言っているような循環

農法とか、健土健民とかの理念だと思います。僕

が北大や試験場にいた頃、農家に行くと、牛舎に

3～4ｍの看板がぶら下がっているんですよ。そこ

には「健土健民」と書いてある。そういう農家さ

んがけっこういたんです。その当時は何だろうな、

と思ったんですが、そういう現場に根ざして入っ

ていたんだと思うんです。 
現在でも全国にうちの卒業生は本当にたくさん

います。石を投げたら当たると思うくらい、現場

にはたくさんいます。現場という意味は、農家さ

んと農協と普及員さんと獣医さんです。最近は大

動物の獣医さんは少なくなってますが、北海道で

はいまでも半分くらいはうちの卒業生です。普及

員さんも半分くらいはそうです。 
光本 現場レベルでは酪農学園の知名度があると

いうのは分かるんですが、東京とか埼玉の高校生

がなぜそういうことを知っているのか不思議な

んですが。 
干場 農業高校の先生が卒業生に多いんです。東京

や九州から来ている人に、どうして来たの？と聞

いたら、高校の先生が酪農学園の卒業生で、けっ

こう面白いぞって言われた、というのがけっこう

あるんです。 
それと、もう一つ、今は情報がいろんなところ

からとれますよね。僕は、きっと街に住んでいる

子が、農業とか環境に興味をもっているんだと思

います。特に女の子がそうです。世の中が少し変

わってきているように思います。一方では農業は

すごく軽視されていますが、一方では環境問題な

どが出てきて、そういうことも関係していて、農

業に興味を持っている子が増えているみたいです。 
今、畜産関係の大学に入るのは圧倒的に女の子

が多いんです。それも街の子だと思うんですが、

他の私立大学は動物が好きということで来る子が

圧倒的です。うちの学校も多いんですけれども、

産業を意識している者の割合が多い、というのが

先ほどの話です。他の私立大学では、みんな農業

とか畜産という名前を消してしまいました。自然
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資源とか動物資源、生物資源。残っているのは東

京農大とうちだけです。 
姉崎 私も非常勤でここに来ているんですが、学生

に発表させると全国の事例がとれたりしてけっこ

うおもしろいことがあります。あとこれは推測に

過ぎませんが、名前を見ていると親の夢とかロマ

ンからつけたようなものが他の大学の学生よりも

多いような気がします。そういう家庭の文化もあ

るのかな、と思います。 
千田 酪農学園の学生と話していると、就職して企

業へ行くというルートのオルタナティブとして、

農業の生きがいというのか、スタイルをどこかで

選んでいるみたいな感じがしますね。全部がそう

ではないけれど。 
私の指導している学生に、学力の高い連中と張

り合って、希望する企業に一発で入った者がいま

す。企業もそこそこの成績をとって入ってくるん

じゃない、今までと違うタイプの学生を求めてい

るんじゃないですかね。 
上田理 女性が農業に行くというのは、どういう流

れの変化でしょうか。機械化というのが大きいん

でしょうかね。 
干場 ほとんど“あこがれ”だと思います。農村社

会だとか、牛とか自然とか。そういうイメージで

入ってきているように思います。 
上田理 そのイメージと現実のギャップが、先ほど

言われていた、農家にすっと入れるようにという

ことになるわけですか。 
干場 ギャップの大きい学生と、そうじゃなくて、

自分もそういうところに就職するんだと意識して

来る学生とがいます。その混在なんです。そして

農家の息子が来ています。 
例えばうちのゼミの場合ですと、男の子はほと

んどが農家から来ています。そして女の子はほと

んどそうじゃない、都会から来た子です。農家の

子たちは農業は大変だぞって思っているわけです。

自分の親を見て、自分もその中で生活しています

から。ところが、女の子たちは、こんなにすばら

しいことができるのに何言ってるの？という感じ

なんですね（笑）。そういう子たちが一緒のゼミで

酒を飲んだり、いろんなかたちで交流する。そう

いう場があることが最大の利点です。農家の子た

ちはつらいと思っていたのに、全然違うと言って

いる、おもしろいと言っている街の子たちがたく

さんいることを意識する。街から来た女の子たち

は、単なるあこがれだったのが、現実的な話も聞

きますし、2 年生になると 5 日間、全員が農家に

入りますから、その中で実際のことも意識してく

る。そういうことを日常的に話ができるというの

が、最大の教育の場ではないかと思います。 
それでも現場に入りたいというのがかなりあり

ます。そして、女の子が現場に入って農家の人と

結婚するというのもけっこうあります。8 年間で

2 人（笑）。 
 
教育課程と評価 

千田 先ほどの専門基礎のことですけれど、旧教養

が共通科目になり、それと専門科目との間にある

のが専門基礎科目、18 単位以上です。専門に非常

に近いんだけれども、専門そのものではなくその

基礎になる。それがいわゆる“座布団型”じゃな

い。 
干場 環境と動物生産と植物生産と、大きくコース

に分けています。専門基礎はその三つに対応する

ように分かれています。例えば、環境の方に興味

がある人は、ここのコースをとったらいいですよ、

最低何科目、というかたちです。趣旨はそういう

ことなんですが、それぞれの先生が意識してやっ

ているかどうかは分かりません。 
姉崎 担い手育成はどこに位置づきますか。 
干場 科目は 3 類の中ですが、せいぜい 1 科目ぐら

いです。どういうことかといいますと、通常の専

門科目を現場でやるということです。例えば僕の

授業ですと、現場に行ったときに家畜管理学も学

ぶ。家畜をどういうふうに管理するか、牛舎をど

のようにつくるか、という科目があるんですけれ

ども、それを、現場に行って実際に牛舎を見なが

ら、われわれがメールでコンタクトしながら、あ

るいは集中講義をしながら学んでいく。 
姉崎 いわゆるインターンシップとも違う。 
干場 違います。遠隔授業です。今文科省も遠隔授

業を大幅に認めるようになっています。その代わ

り、こまめにコンタクトをとることが必要です。

インターネットを使ってもよいし、FAX を使って

もよい。 
ただ、われわれはそのことを意識したわけでは

ありません。現場にいることを一番うまく使える

のはこれかな、と思いました。学内にいるときよ

りよい授業ができるような気がしています。 
姉崎 評価の際の基礎資料は農家の方から何か上が
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ってくるのでしょうか。 
干場 農家さんからの評価も聞いて、担当の先生が

最終的に判定します。カリキュラム上は、すべて

の授業を現場でできるんじゃないかという話もし

ているんです。例えば、2 年生の前期の授業を全

部現場でできるように振り替えてしまう。もちろ

んできるものとできないものがありますから、で

きるものについてはそこでやる、ということです

が。僕の家畜管理学という授業でいったら、絶対

にその方がよい授業ができます。育種学なんかも、

実際に農家さんがやっている育種改良の話を聞き

ながらやった方がよい。繁殖学もそうです。 
光本 コース分けを行う時期は入学時ですか。 
干場 それを聞かれると弱いんです。本当は、入学

する前に、願書を出す時点でそういうコースがあ

るということを知らせておくというのが筋ですよ

ね。しかし、もし 4 月からやるとなると間に合い

ません。入ってきてからになります。これは正常

なやり方ではありません。 
われわれが望んでいるのは、受験を希望する段

階でそういうコースがあるよ、ということを知ら

せておいて、入った時点からコースを分かれるよ

うにしたい。現実的には、入ってから 1 年間のう

ちにそういう学生をある意味で選考することにな

ります。希望する学生の中から 10 人なら 10 人を

選ぶということです。だから、そのコースに入っ

た学生も、授業は他の学生と同じように受けるん

です。その学生は、2 年の前期と 3 年の前期は現

場へ行く。戻ってきたらまた一緒にやる。ただし

集中講義を受けなければならないことがあります

ので、夏休みはかなり厳しくなるだろうと思いま

す。他の学生ほど自由度がなくなる。その代わり

に現場のことが学べる。 
ですから、相当にやる気がある学生じゃないと

ついてこれないだろうと思います。それでもやる

ぞ、という学生にやってもらいます。これがずっ

と経っていくとどうなるか分かりませんが。 
姉崎 農家に入る場合、それはボランティアという

ことになりますか。 
干場 実はそれもまだはっきりしていません。構想

では、こちらからも教育をお願いする代わりにお

金を支払う。農家さんにはその学生が生活できる

ようにしていただく。多分われわれが払うのは非

常に少ない額ですので、そこに何らかの補助が出

ないか検討しているのですが、全然ダメですね。

はじめからあるとは思っていませんが、何とかそ

ういうことができるように、農林水産省ですとか、

道などに働きかけていきたいと思います。ただ、

農協はかなり乗り気です。これも農協によります

が。 
「住」の方では、今はもう住み込みというのは

やらなくなってきています。農家のお母さんが嫌

だというんですね。農家さんが拘束される。実習

生がいると、ずっと見られているような気がする。

それから、飯を食いたいと言ったら、いつでも食

わせないといけない。そういうのは困るから、別

なところに住んで通いで来てくれた方が助かる。

ですから、全部じゃないですけれど、今はほとん

どが通いです。農家さんは、車は貸してやる、保

険は自分で出せ、ということで。食事も、朝飯は

つくるけれど、後は自分でつくれ、ということに

なってきています。そして、「住」の方は街で面倒

を見てくれたり、農協が場所を提供してくれたり

するようになってきています。 
できれば、普及員さんのところにも入ったりし

たい。普及員さんは現場を指導するのが役割です

が、後継者を育てるのも仕事です。そういうとこ

ろにも、できれば教育をしていただきたい。 
 
学内の意思疎通 

千田 小さい大学といっても、こういうふうに 4000
人を超す規模になると、かつての家族的な親密圏

をやや越えて、きちんと議論しなければならない

状況もあるわけです。ところが、現実には学科レ

ベルの議論もなかなか成り立ちにくい状況があり

ます。 
ここは環境システム学科の先生が多いんですけ

れど、どんどん一般化して、個性を失っていく、

そのことと建学理念の空洞化とが対になっている。
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建学理念は普遍性をもっていますが、実際にやっ

てきたことは非常に個性的でした。「酪農学園的個

性」、その個性をどんどん喪失している。そのこと

を公論圏で議論できない、組合でもそうですし、

学科会議のようなフォーマルな場でもできない。

われわれ職員の弱さがあります。 
干場 昨年、千田先生が代表になっていただいてや

った共同研究は非常によい場だったと思いますが、

なかなかコンスタントには難しい。 
ただ、私も文句ばっかり言っていますが、うち

の学園は、あちこち動いた中では一番よいところ

だと思っています。こんなよいところはないとい

うのが本当に正直な気持ちです。国立大学よりも

国立の研究所よりも、道立の研究機関にはけっこ

うよいところがありますから、そこには負けたく

ないと思いますが、そういう気がしています。や

はり意識がある方が多い、それを少しでも生かし

ていければよいと思っています。 
滝ヶ平 北大や蓄大と研究や教育での共同関係はあ

りますか。 
干場 教育ではほとんどありません。ただ、北大の

先生に来ていただいて授業をしてもらうことはあ

ります。非常勤はけっこう…あっ姉崎先生もそう

ですね（笑）。研究の方は、それぞれの先生がそれ

ぞれやっています。僕も何人かとやっています。 
外部評価の報告書があるんですが、それをお読

みいただければ、うちの学園の状況はよく分かる

と思います。おもしろいですよね。外部評価の先

生方は、うちの学園の理念をその通りやればどこ

にも負けない学校になると言っているんです。 
姉崎 酪農学園の場合の将来へ向けてのアイデンテ

ィティは、やはり現場とか地域に根ざした研究や

教育をやるということですか。 
干場 そうだと思いますが、組織として議論してい

るかというとそうではありません。みんなの中に

そういうものがないわけじゃないんですけれども、

そういう場をもっていない。 
千田 この間、浜中の組合長が来たときにいわれた

ことは、日本の社会は均質社会で、他者と違った

ことをいうとそれを潰そうとする、これが日本の

社会を暗くしている。浜中の組合ではそれを排除

した、といわれていましたね。 
干場 雪印がダメになったのも、批判勢力を外に追

いやったからですね。 
光本 国立大学も全く同じです。お話をうかがって

いてそういう思いを強くしました。酪農学園にも

いろいろと課題はあると思いますが。 
姉崎 どうもありがとうございました。 




