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はじめに

　1998年４月に開設された地域環境学科（The Department of Regional Environmental Studies）は、
2010年度の新教育体制の導入により2014年３月末日をもってその役割に終止符を打つことになりま
した。
　地域環境学科では、今後の酪農学園大学の教育、研究、社会・世界貢献に何らかの形で寄与する
ことを目的に1998年以来の歩みを未来志向的にレビューすることにしました。
　なおそうしたレビュー作業を行う上で、教職員の関与と貢献は、もちろんのことですが本学科で
学び、内外の各界各層で活躍されているOG/OB諸君そして最後の４年生諸君にも参加をお願いす
ることにしました。
　その理由は、地域環境学科の卒業生並びに最後となった現役生からの様々な直言、提言に率直に
耳を傾け、それを今後に活かすことが現在と将来の酪農学園大学の教育、研究の在り方を構想し実
施する上でとても大切だと判断したからです。

　ちなみに、2013年10月１日に刊行された学校法人・酪農学園編集兼発行人『酪農学園史・三』の
第２章にて本学の理念を具現化するための教育体制の変遷が記されています。注目すべきは、環境
システム学部、地域環境学科、経営環境学科（環境マネジメント学科）に関する部分の記述です。
　というのは、1998年４月から2014年３月に至る期間の環境システム学部と両学科に関する記述が、
以下のように極めて簡略な形でなされているからです。
　“酪農学部酪農学科の設置に始まる本学は、農業経済学科、獣医学科、食品科学科および食品流
通学科を増設し、酪農・畜産の経営・経済、家畜の診療・衛生管理、食品の開発・製造に関する教
育と研究に取り組み、さらには食品の流通機構に及ぶ一貫した農業振興のための教育活動を推し進
めてきた。”（215頁）
　“加えて、1998年（平成10年）には経営環境学科と地域環境学科の２学科からなる環境システム
学部を新設し、健全な農業と自然環境との関わりを追及し、現代ならびに未来の地球環境と食生産
の在り方を探求する教育研究を展開してきた。”（215頁）
　環境システム学部の目指すものとして、“健全な農業と自然環境との関わりを追及し、現代なら
びに未来の地球環境と食生産の在り方を探求する教育研究を展開してきた。”と記していますがそ
れは事実に支えられた的確な指摘なのでしょうか。

　“これによって、本学は３学部７学科・１短期大学部となったが、折しも18歳人口の減少期と重なっ
て環境学部の２学科の理念は必ずしも社会的に浸透をみず、定員確保は厳しい現実となってきた。”

（215〜216頁）
　”環境学部の２学科の理念は、必ずしも社会的に浸透をみず、定員確保は厳しい現実となって来
た”、と記していますが持続可能な社会や経済を構築することの必要性及びそれを担う人材の育成
は、まさに社会や時代や世界の要請として既にあったのではないでしょうか。

森川　　純　　2014年２月10日
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　さらに環境システム学部を巣立っていた若者の多くが様々な地域と分野で活躍している頼もしい
事実があるのではないでしょうか。定員確保が困難となった要因を外部のみに求め、内部のそれを
検証しない姿勢は、客観的でもないし、歴史から教訓を引き出し、現在と将来に生かす意義を持つ
酪農学園史には、適切ではないように思えます。

　そもそも地域環境学科140名、経営環境学科140名、合計280名よりなる環境システム学部の定員
の設定自体に無理があった可能性があります。その背景には、330人という大きな定員を抱えてい
た北海道文理科短大の「スクラップ」と環境システム学部（及び短大酪農学科）の「ビルド」によ
る対応を決断し、実施した当時の政策決定の在り方も俎上に載せる必要があるでしょう。18歳人口
の減少期の到来、について触れていますが、それは、学部開設の準備段階で既に掌握出来たし、掌
握していたファクターではなかったでしょうか。

　“そんな中で関係機関によって企画されたのが、環境マネージメント学科、地域環境学科、生命
環境学科の３学科への改組であった。2005年（平成17）年、環境システム学部３学科体制への改組
によって、本学は、３学部８学科・①短期大学部体制となって一応の定着を見た。”（217頁）
　言うまでもないですが、箱より大事なのは、中身です。しかし３学科への改組によって〜一応の
決着を見た、と記すだけで教育体制の再構築に関わる事柄への分析と結論と将来展望もなされぬま
まに、ペンが置かれています。
　『酪農学園史・三』の記述で、致命的とも言える問題点は、環境システム学部で1998年春以来、学び、
巣立っていった1,400名強の学生諸君の姿がどこにも見えないことです。
　もしも上記した記述に彼らが出会った場合に、どのような印象、思いを抱くでしょうか。
　外側の組織の変遷に触れるばかりで空気だけの中身の描写に、竹筒をイメージし肩を落とすので
はないでしょうか。大学という知的・文化的なコミュニティーの真ん中に居るのは学生であり、卒
業生を通じて社会は大学をイメージし評価していることを再確認して欲しいと思います。執筆者、
編集者もかっては、本学の学生ではなかったのではないでしょうか。

（1）地域環境学科の設立理念

　 本 学 科 は、 本 学 の 第 ３ 番 目 の 学 部、 環 境 シ ス テ ム 学 部（The Faculty of Environmental 
Systems）を支える柱の一つとして、経営環境学科と共に1998年４月に設立されました。
　その背景には、地球環境問題へのlocal、national、regional、globalレベルでの多面的、重層的
な取り組みが国内の各界各層から要請される時代の到来がありました。
　もちろん足尾鉱毒事件での歴史的な田中正造の異議申し立て、事態改善への奔走、若き黒澤酉蔵
が受け止めた衝撃と運動への関与、後年における「三愛主義」と「健土・健民」を建学理念とする
酪農学園大学の設立、という背景の中で酪農学部を中心に自然科学的な視角とアプローチによる環
境問題への研究と教育も模索されていました。
　ただ20世紀末の世界を迎え環境問題を組織・体系的に研究、教育し、事態の改善と持続可能な社
会創りに貢献する人材の育成が求められるようになりました。
　実際、そうした時代の要請に応えるかのように日本の大学でも環境の名称を冠した学部や学科の
新設が顕著となりました。本学での環境システム学部の設立も、（上記の知的伝統と共に）そうし
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た時代を先取りした潮流の一環であったと思います。
　ちなみに本学科の名称に冠されている地域（Region）という言葉の日本での用語法に注目しま
すと以下に記すように日常生活で伸縮自在かつ重層的に使われていることが分かります。例えば、
第一に、ローカル・コミュニティーのような狭い空間をさす場合と、第二に、関東地方（Kanto 
Region）のようにより拡大された空間をさす場合と、第三に、アジア地域、アフリカ地域、アジア・
太平洋地域（Asia-Pacific Region）という国家と国家領域を超える広大な空間をさす場合が見られ
るからです。
　環境問題には、当然のことながら国境が無いこと、その改善、解決にはミクロとマクロレベル双
方からの取り組みが有効であること、さらに私たちが日常的に使う地域という言葉の融通無碍な用
語法、を再確認するならば、本学科の名称を地域環境学科としたことは、適切な判断だったのでは
ないかと思われます。
　とは言え、日本列島に住む多くの人々にとって、地域という言葉は、第三としての超国家的な意
味よりも、第一と第二の狭い空間、ローカルのそれとして捉えられ、使われる傾向があります。
　そのため残念ながら地域環境学科とは、ローカル・レベルで環境問題を考え、ローカル・レベル
での持続可能な社会の担い手を育てる学科というイメージを社会一般に持たれる場合が少なくあり
ませんでした。
　しかし他方で、様々な環境破壊現象の因果関係について多面・総合的に検証し、解決、改善に向
けた努力を個人レベル、市民運動レベル、自治体レベルで試みた場合、それらの自助努力は、点に
なり、そうした点同士が繋がって、線となりさらに、面として拡がり、重なり、やがて星雲状となっ
て世界を変え得ることを理解している学生も少なくなかったと思います。
　その意味で、地域環境学科教育の標語ともされた、“Think Globally,Act Locally”は、学生諸君に
容易に受け入れられたのだと思います。
　いずれにせよ、地域という言葉の捉え方を広げ、深められなかった学科教員側の努力不足は率直
に反省する必要があると思います。それがきちんと出来ていたら就職活動時に地域環境学科とは、
どんな学科なの？と問われて返答に苦慮する学生もごく少数にとどめられたと思うからです。

（2）環境問題に対する学際的で統合的なアプローチの必要性について

　そうした必要性についての理解は、本学が設立認可を求めて当時の文部省に提出した文書「設置
する大学等の概要を記載した書類」の中の「環境システム学部」の設置の趣旨と必要性に関して、
という箇所においても次のように記されています。
　“今日、環境をめぐる諸問題は、例えば、大気・水質汚染や地球温暖化現象に見られるように、
主として自然科学の研究対象とし、考察・研究される傾向にあった。しかしながら、これらの諸問
題は、人間の生き方や文化、人間と自然とのあり方等の中に原因があり、その解決に向けての諸方
策も人間の生き方、社会、企業や地域のあり方等と深く関わっており、学際的・総合的に取り組ま
なければならない課題である。従ってこの課題の解決には、従来の自然科学的手法による教育・研
究では不十分で、人間の諸活動が環境に及ぼす影響を、環境を形成する「自然、国際、社会、経済、
生活文化等の諸環境システム」を学際的・総合的・重層的にとらえる「環境教育・研究」が必要で
ある。”
　以上の文脈で「地域環境学科」設置の趣旨と必要性が記されます。
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　“『地域環境学科」は、環境保全を視座にすえ、地域環境の保全および地域の活性化を目指し教
育研究を進め、地域を取り巻く諸環境をグローバルかつ多角的にとらえ、環境保全型地域社会を創
造し、活力ある地域社会・生活文化の構想・設計、指導等、地域社会の再生・活性化の鍵となる中
核的人材を育成することを目的とし、学科名称とする。”
　学科設置の趣旨をより良く理解するために、太田一男初代環境システム学部長兼地域環境学科長
のメッセージを引用しておきます。
　“人と人の関係のみならず、すべてのものの関係がグローバル化してきている今の時代、地球上
の全ての「地域」が重要となり、一つの「地域」のほころびが世界の大事件に連なります。モンゴ
ルの草原の大火やインドネシアの森林火災などは、今や地球の大ヤケドとして対処しなければなり
ません。人も企業も環境保全に責任を持つ存在なのです。本学科は、環境保全を通して、地域社会
の活性化に寄与する人材の育成を目指しています。そのために、新しい生き方、新しい経済や政治、
社会の在り方を環境保全を課題として追及し、多彩な科目、講師陣を整えています。教員と学生が
現場をフィールドとして、自ら創造し、発信していくパワーを培っていきたいと願っています。”

　環境システム学部は、1997年12月15日に文部省よりその設立申請が認可され、翌年の1998年４月
１日から地域環境学科と経営環境学科の２学科体制（それぞれの学年定員140名、計280名）での教
育と研究活動が開始されました。

（3）環境システム学部設立の経緯とその後の歩みと酪農学園大学総体へのインパクト

　当時、学長として環境システム学部の立ち上げに尽力頂いた安宅一夫先生から本学科のレビュー
作業の支えとなるような以下の大きな鳥瞰図を頂いています。

　酪農学園大学環境システム学部は、16年の使命を終えて閉じることになりました。
　1997年４月、８代目学長に就任した私の最初の仕事は酪農学園大学第三の学部、環境システム学
部誕生の産婆役でした。設置計画は、当時の遊佐孝五理事長、平尾前学長の下で進められ、教授会、
理事会で承認されていました。この計画に基づき、学部長候補者の太田一男教授と今は亡き澤田憲
宏氏（当時企画推進部長）とともに申請業務にかかわりました。企画推進部の照井俊秀氏と廣岡亨
氏には申請業務と情報化の推進で大変お世話になりました。
　新学部申請業務は、いわゆる短大から大学への改組で、北海道文理科短大の入学定員酪農科140人、
経営情報学科100人、教養学科90人、合計330人を短大酪農学科50人、大学環境システム学部経営環
境学科140人、地域環境学科140人に転換しようとするものでした。
　改組には、教育に必要な優秀な教員、設置経費として多額の資金、そして施設・設備が要求され
ました。環境系学部の設置は、本学の建学の精神と使命の実現のため、創立者やその継承者にとっ
て念願の事業でしたが、時と人と資金が必要だったのです。特に資金面での制約が大きかったので、

環境システム学部の誕生の産婆役として

安　宅　一　夫
酪農学園大学名誉教授・元学長
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新設の環境システム学部は経営環境学科と地域環境学科の二学科で申請しましたが、グローバルな
視点から総合的に環境問題を考える我が国最初の社会科学系の環境学部として学部名称とその内容
が高く評価され、1997年12月19日認可、翌年４月開設になりました。私の学長就任最初の年に大き
なクリスマスプレゼントをいただき関係者で祝杯をあげました。学部開設後、年次の進行とともに
学生数が増加し、完成年度の2001年には、大学と短大をあわせた在学生数が4,448人と史上最高に
なり、活気に満ちたキャンパスになりました。
　また、環境システム学部開設に伴い、教育組織や運営、施設に大きな変化が見られました。短大
は校名が酪農学園大学短期大学部と変わり、酪農学科1学科の日本一小さな短大となりました。こ
れを機会に文字通り短大を大学の一学部とみなし、これまで大学と短大が独自に運営していた教育
運営を大学と一体で行うことにしました。
　教育組織では、教養科が廃止され、教養科目担当の教員は学科教員として配属されました。図書
館の充実と環境システム学部の教育拠点として中央館が建設されました。図書館は、少ない人数で、
開館時間の延長やサービスが充実され、現在も勉学環境の向上に努力されています。旧図書館は学
生サービスセンターとして改築され、教務部、学生部、就職部、医務室、学生相談室が集められ、
これまで以上の学生サービスがなされています。
　環境システム学部の開設は、酪農学園のエポックでした。ひとつは、酪農・獣医大学から総合大
学への飛躍のチャンスでした。もうひとつは、創立者黒澤酉蔵先生の恩師田中正造翁と宇都宮仙太
郎翁にさかのぼる建学の精神の原点を確認し、新しい時代における「三愛精神」、「健土健民」、「実
学」を深化するカイロスとなりました。
　環境システム学部は、新教育体制において農食環境学群の環境共生学類として再編成されました。
環境システム学部のこれまでの取り組みに敬意と感謝を表しますとともにその精神が新しい学群で
生かされることを期待します。

　1995年獣医の学部昇格や学内LANの申請が一段落し、ほっとしたのも束の間で、高次な判断を
受けて企画推進部（当時）を事務局として「短期大学の改組転換（新学部設置）」の検討が始まり
ました。数十回にわたる協議があり、中には深夜2時を超して怒号が飛び交うエキサイトした議論
が交わされたこともなつかしく思い出されます。主務官庁への折衝、膨大な提出書類の作成や差替
え、面接審査など、大学の行く末を左右する設置認可の任務の重さを痛感しました。振り返ると、
議論の中核はいつも「どう建学の精神を反映していくのか、教育や人材養成に体現できるのか」と
いう共通の難題に対する意見の相違だったように思われます。そのような中で、この「地球規模で
考え、地域で活動（躍）しよう」というコンセプトが強く提唱されました。現在では「日経グロー
カル」など雑誌名にもなる言葉ですが、当時はなじみがなく新鮮かつ？な感じもしましたが、いま
思うと先進的で時代を先取りしたスローガンだったと思います。一期生から優秀な学生を得ること
ができ、海外で活躍する方、公務員を目指し実現した方、どうしても学芸員になるといって地方の
資料館に就職した方etc、多数のグローカルな学生を輩出してきました。彼らの頭の中にも、きっ

グローカル（Think globally, Act locally）!?

照　井　俊　秀
大学教育センター次長
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　1998年は私にとって忘れられない年である。４月、短大を改組転換した環境システム学部２学科
が立ち上がった。当時附属図書館勤務だった私にとって、前年から計画していた中央館への８月引
越は一大事業であった。蔵書検索システムの更新と引越が同時進行したためである。館員や関係者
の協力により中央館の中層家主となって今日に至っている。
　その後、落ち着く暇もなく、翌春入試部へ異動を命じられた。入試部は、夏場が営業？冬は試験
運営と２つの顔を持つ部署である。当然ながら新設環境システム学部２学科の募集が最重要課題で
あった。
　「地球球体の有限性」や「生物多様性」等、今でこそ当たり前の言葉になっているが15年前は受
験生やご父母には何となく「ecology」的なものとしか「環境」として理解していただいていなかった。
　昨今、天災や人災で「環境」「循環」の重要性が再認識される中、やっと時代が追いついた感が
あります。これまでの学部学科の地道な教育研究のあゆみと同窓生の人的ネットワークが環境共生
学類へと引き継がれることを期待しています。

やっと時代が追いついた？

浦　川　利　幸
事務局総務課　同窓会事務局長

とこのkey wordが浸透していた結果だと思います。
　大学の歴史に「環境」という建学の精神に合致する教育分野を加えることができたことは学部学
科の不朽の功績といえます。今後も「共生と循環」という学科の礎は、進化した形で環境共生学類
に引き継がれ、建学の精神の具現化を学生達とともに進めていくものと確信しています。また卒業
生の皆さんとともにいつまでも「グローカル」な大学であるように！

　創立者黒澤酉蔵は『酪農学園の歴史と使命』で「酪農学園は酪農を通して日本はおろか、全人類
の福祉向上に貢献しうる人材を育み育てる使命を持つ本邦唯一の実学修得の教育機関である」と述
べている。
　地域環境学科はそれまでの学部学科に加え、文理融合型の学部を構成する学科の一つとして誕生
した。複雑で素早い時代変化に対応できる人材育成の必要性が生じた時代局面に待望された。環境
システム学部の開設によって、創立者が語った「全人類の福祉向上に貢献しうる人材」育成に対応
した教育体制の完成形が示されたといえる。地域環境学科はその一翼を骨太に担ってきた。学びを
求めてその門をくぐった学生は、大学を勢いづけるに十分な姿を私たちの目に焼き付けてくれたの
である。
　「酪農学園的生き方」（Rakuno Gakuen's Philosophy）という言葉がある。酪農学園の「酪農」は
DairyではなくPhilosophyとしての理解による。学部や学科の違いにとらわれない。環境や福祉な

「未来志向」で新たな始まりを！

十　倉　　　宏
就職部次長
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ど様々な分野でグローバルに活躍している卒業生の「生き方」そのものが、まさに「酪農学園的な
姿」として映し出される。
　80年を迎えた学園の歴史の一端に、地域環境学科が彩ってくれた強烈な生き様が刻まれている。
同学科が精力を注ぎ育んだ未来志向の創造的展開は、今後の酪農学園の生き方にしっかりと活かす
ことが必要である。同時に私たちに「新たな始まり」をも決意させてくれている。

　酪農学園大学は、日本の公害問題の原点ともいうべき足尾鉱毒事件と密接な関係を持っている。
足尾銅山は、通説によれば1610（慶長15）年に農民が発見したといわれている。そこから産出した
足尾銅を幕府に献上、幕府の直轄となった。当初、産出量はそれほど多くはなかったが、江戸時代
にはすでに鉱毒による農作物の影響が発生していた。さらに富国強兵・殖産興業を国是とした明治
政府は軍需工場、鉱山などを官営化し近代化をはかっていたが、なかでも銅は、当時外貨獲得のた
めの主要な輸出品であった。足尾銅山は1871年に民業が許可となり、1877年に古河市兵衛が鉱業権
を譲り受けて操業を開始した。その後、新たな鉱脈の発見によって生産量は全国一となるが、その
一方、下流域（渡良瀬川）では深刻な鉱毒被害が発生していた。地元・谷中村は、いち早く損害賠
償と精錬所の移転をもとめ、続いて栃木県議会も調査を行ったが解決には至らなかった。衆議院議
員であった田中正造は、帝国議会で繰り返し鉱毒被害地救済をもとめるが成就せず、議員の職を辞
した後、天皇への直訴をはかる。直訴は失敗に終わったが、それを機に酪農学園大学の創立者・黒
澤酉蔵先生は田中と出会い、行動をともにすることになった。その後の大学設立に至る経緯は省略
するが、建学の精神「健土健民」ならびに「三愛精神（愛神愛人愛土）」は鉱毒事件とそれによっ
て苦しむ農民たちの救済に奔走した黒澤先生の記憶が色濃く反映されている。
　環境問題、とりわけ公害とよばれる汚染の問題については、人びとの経済活動と密接な関係があ
る。こうしたことから、地域環境学科、経営環境学科を擁する環境システム学部が“酪農”という
実業を校名に頂く大学に設置されたことはいわば必然であったといえる。
　なかんずく地域環境学科では、公害問題を社会問題として捉えた泰斗である宮本憲一先生ととも
に市民、すなわち地域の視点で研究しておられる河合先生をはじめとして、ユニークな経歴をもつ
研究者が配属されたことから、学生たちが公害問題などの環境問題を市民の目線から俯瞰できる力
を養成することができた。
　このほかにも地域環境学科のそれぞれの研究室では、田中正造翁と黒澤酉蔵先生がかつて足尾の
鉱毒に苦しむ人びとを救済するために現場を奔走してきたことを継承し、市民の目線から環境問題
の解決のための教育・研究に取り組んできた。これらは2011年度の大学の改革によって誕生した全
学的な「建学原論」の先駆けともいえる取り組みではなかったかと自負しているところである。
　地域環境学科は多様な環境問題を“Think globally, act locally”および“Think locally, act globally”
を学生とともに学ぶ場、実現する場であり、酪農学園大学の建学の精神の一隅を担ってきたのであ
る。

地域環境学科の酪農学園大学の位置づけ

押　谷　　　一
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（4）環境システム学部発足時の教育体制

　発足時の教員・研究室構成は、大学教養科、旧北海道文理科短期大学経営情報科、同短期大学教
養科から移籍した教員20名に加えて新たに採用された教員11名の合計31名でした。
　この内、地域環境学科には、15名が、経営環境学科には、16名が配置されました。

　本学科の創設時の教員メンバーと研究室名は以下の通りです。
　太田一男先生（学部長・学科長兼任、国際環境関係論研究室）、伊藤　悟先生（税・財政法研究室）、
岩井　洋先生（環境文化論研究室）、押谷　一先生（資源再利用学研究室）、尾野麻紀子先生（ポリモー
ファス・イングリッシュ研究室）、加藤　勲先生（環境科学研究室）、河合博司先生（地方自治研究室）、
森　夏節先生（OAシステム研究室）森川　純（地域国際関係論研究室）、村木茂明先生（体育学
研究室）、村野紀雄先生（地域環境保全研究室）、山口　博先生（キリスト教学研究室）、矢吹哲夫
先生（環境とエントロピー研究室）、さらにインドのアンナ大学から来られたA.M. Thrumurthy先
生（地理情報学研究室）、英国出身のMark Brazil先生（環境生態学研究室）が加わりました。
　ちなみに新任のスタッフは、伊藤、押谷、河合、森川、村野、ティルムーティ、ブラジルの７名
でした。
　それぞれの専門分野のエキスパートである外国人教員を２名、学科構成員として招聘したことは、
勇断だったと思います。
　学部事務室は、竣工されたばかりの中央館８階に置かれました。一学年280名強×４学年＝1,200
人前後の学生を抱える環境システム学部の日々の業務は、多種多様で膨大でした。そんな中でも事
務スタッフの方々も、学生を育てるチームの一員として笑顔を絶やさず大きな貢献をしてくれまし
た。特に久慈玲子さん、飛渡香織さん、そして酒井愛子さんの貢献は顕著でした。
　ところで上記の多彩な研究室の配置からも理解出来ますように地域環境学科では、人文・社会科
学と自然科学分野双方の知見と方法論を活かしつつ持続可能な社会の担い手を育成するための様々
な取り組みが試行されました。
　ここで学際的で統合的な環境学への接近という本学科の特色を浮き彫りにするために開設当時の
各研究室のメッセージを以下に紹介したいと思います。

　“民族それぞれに文化があり、生活観や自然観が違うように、環境に対する意識もさまざまです。
自然観や環境倫理、風景論や景観論、都市政策や教育、言語、文学、哲学、宗教、歴史など、多様
な要素を検証しながら地域に合った有効な環境文化を追及しましょう。”　 （環境文化論研究室）

　“環境を科学的に理解するためにも化学的なアプローチでの調査・分析は不可欠です。大気、水、
土壌、食品類など、他学部・学科との研究室とも連動し、出来れば実験室やフィールドでの実験を
展開したく思っています。” （環境科学研究室）

　“英国の大学で鳥類の研究を始めて以来、世界中の野生生物を追い求めてきました。地球には実
に多種多様な生物が暮らしています。その多様性の素晴らしさ、重要さ、意義を、教室やフィール
ドでメッセージしていきます。” （環境生態学研究室）
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　“開発計画や環境保全は、政策や総合計画を作る自治体行政と大きく関わっています。日本とイ
ギリスの環境保全政策のありかたなどを比較しながら、中央と地方、住民主体の自治などについて
研究・討論をしていきましょう。” （地方自治研究室）

　河合先生は、2013年３月に体調の関係もあり退職されますが地域環境学科のモットーである
“Think Globally、 Act Locally”、という目線と、理論─歴史─法・制度─組織─運動─政策─事例
研究─代替のシナリオ等を包括的、統合的捉える調査研究、教育、社会実践をキャンパス内外で精
力的に展開されました。またそうした先生の教えを生かそうと北海道から沖縄に至る地方自治体に
て活躍しているOG/OBも少なくありません。
　“国土保全や環境を考える時、税や財政は整備の基盤となるもの。その仕組みや用途の理解なし
では、意見も行動も生まれません。また公務員試験、国家資格等の資格試験受験も強力にバックアッ
プしますよ。” （税・財政法学研究室）

　“地域紛争や食糧危機、環境破壊など、今日の社会は複雑な多くの問題を抱えています。この時
代の中で、人間のおかれている倫理的状況を様々なケースで検証し、未来への大きな希望を見いだ
していきましょう。” （キリスト教学研究室）

　“エントロピーとは一言で言えば「乱雑さ、無秩序さ」といった意味で、熱力学から生まれた言
葉ですが、今日、種々の社会科学の中で重要な指標として使われています。エントロピーで考える
環境とはどんな世界か？講義でお答えしましょう。”　 （環境とエントロピー研究室）

　“事務処理や情報管理はもちろん、インターネットや電子メールなど、コンピュータは今日の社
会に不可欠な存在。世界中の情報を瞬時に知り、また発信出来るということは、環境を考えていく
上でも大きな力となります。” （OAシステム研究室）

　“必要以上にモノを大量生産し、浪費することがこれまで「発達・発展・進歩」と捉えられてき
ました。今こそ「地球球体の有限性」の認識にたち「足るを知る」文明の確立を求めて、ともに研
究し21世紀へと歩みましょう。” （国際環境論研究室）

　“森林、緑地、動・植物の保全のためのデータベースづくりをしながら、その地域の環境計画へ
の活用を進めています。フィールド調査やGIS、モニタリングなど多彩な手法を使います。”
 （地域環境保全研究室）

　“「ポリモーファス」とはギリシャ語で「種々の形態、性質、機能などを持つ」といった意味です。
英文科、英語科だけの英語にとらわれず、環境などの国際的問題やさまざまな文化を理解すること
を目指します。英語で世界への扉を開けましょう。” （ポリモーファスイングリシュ研究室）

　“自己の能力を開発し経験や学問を積んでいくためにも、常に健康であり、積極的な行動力を持っ
た身体が重要です。さらに高齢化社会での健康づくりも次世代の大きなテーマであり、社会環境の
ひとつの要因とも言えるでしょう。” （体育学研究室）



10

　“限られた地球資源やエネルギーを利用して持続した活動を行うために、リサイクルは重要な役
割を持っています。しかし環境に対する意識や条件は国々や人びとの間で大きな差があります。社
会環境と自然環境の共存をテーマとして環境問題のシステム的な分析を行っています。”

（資源再利用学研究室）

　“地理や自然、生活や交通など多彩な情報を蓄積し目的に合わせて立体的・総合的に検索出来る
GISシステム。資源開発や環境管理などでも注目されています。この新しい分野へ共にチャレンジ
していきましょう。” （地理情報学研究室）

　“今日、特に南の世界で見られる深刻な貧困・飢え・差別や政治的抑圧、急激な人口増加と無秩
序な都市化、軍事化や紛争などは地球規模の問題です。国際関係や地球環境をグローバルな視点か
ら一緒に考えていきましょう。” （地域国際関係論研究室）

　なお1998年以降から2010年（新入生募集が最後となった年）に至る期間の地域環境学科の教員・
研究室の変遷について記しておきます。
　2001年度に金子正美先生が、帰国されたThrumurthy先生の後継として着任され、地域環境学科
と環境システム学部と大学の理解と支援を得つつ黎明期のGIS研究・教育体制の拡充に努められま
す。
　ちなみに、故Thrumurthy先生は、GIS研究・教育・社会貢献で名高い北海道大学の山村教授の
愛弟子でマドラス（現チェンナイ）にありますアンナ大学大学院教授として仕事に従事されていま
した。地域環境学科の設立に伴うGIS教育の土台づくりのためインドから1998年に日本に来られま
した。
　酪農学園大学のGIS研究と教育と社会・世界貢献は、今では国内はもちろん国際的にも高く評価
されるレベルに到達しています。しかし先生が赴任された当時は、教育・研究施設、機械機器、補
助スタッフ等のサポート体制も脆弱でしたし、学内のGISに対する関心もいま一つの状況でしたの
で、ご苦労が絶えなかったと思います。
　振り返って見ると、そうした状況下に大学当局が、予算と人事の両面で支援の手を差し伸べ続け
てくれたことは、とても大きな意義があったと考えます。
　Thrumurthy先生は、所属先のアンナ大学の強い要請もあり、2001年にインドに帰国されますが
残念なことに急逝されます。先生が今日の本学の先端的なGIS研究と教育とそれを通じての多様な
社会・世界貢献を目の当たりにされたらきっと感慨無量のことでしょう。先生ありがとうございま
した。
　2002年度には千田　忠先生（教育学・環境教育論研究室）が着任され地域環境学科にとって重要
な分野である環境教育の充実に取り組まれます。
　2003年３月には、環境システム学部の設立に大きな貢献をなされた太田一男先生が定年を迎えら
れます。

（5）環境システム学部の再編と３学科体制への移行

　しかしながら2004年頃から環境システム学部一般、特に経営環境学科に対する志願者の減少が顕
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著となったことを背景に本学部の再編・強化策が理事会と学長周辺から求められるようになります。
その背景、要因、対応策について、以下の証言があります。

　1998年の春に環境システム学部が開設し、従来からの酪農学部、獣医学部に環境システム学部が
加わり３学部体制が発足した。私はこの学部の開設には直接たずさわらなかったが、この学部を構
成している２学科（地域環境学科と経営環境学科）の教員の配置について携わった者としての想い
出を述べ、更にその後の２学科の変遷を私なりに感じた事を記述したい。1997年のはじめに新学部
開設に当たり遊佐理事長、安宅学長から、当時の教養科科長であった私に、現在在籍している教養
科所属の先生方（15名）をどのように新学部、既設学部へ移籍することができるかの話があった。
　理事長からは新設学部ではあるが、短期大学の教養学科と大学教養科を閉鎖しての新学部の改組
であることから、新学部教員の半数は既存の学部からの教員を移籍する必要があるとのことであっ
た。又、特に当初は本学部が文理融合を教育の柱にするとのことから、理系学部であるならば、新
学部への移行教員は文部科学省の審査に耐える教員でとのことから新設学部長予定者の大田教授と
連絡を持ちながら各教員の移籍作業を進めた。それらの申請手続きの中で、文部科学省側との折衝
の中で理系学部では設置困難とのことから、社会系学部であれば可能とのことで急遽方針転換がな
された。只、それでも新設２学科にもそれぞれ中心となる理系の先生も数人必要としていることと、
更に他学部各学科への教員移籍のお願いもあり、移籍作業が大変であったことが思い出される。こ
のような作業の中で、移籍した各先生には多くの不満があったことは十分承知しながら、更に先生
方の了解（無理強いして）を得ながら事を進めていた。学部新設事務局の方では文部科学省との折
衝の中で新設学部への移籍が予定されていながら都合で変更余儀なくされた先生方もいたが、1997
年の暮れに文部科学省からの認可が下り、すぐ学生募集に皆が全力を投入したことを覚えている。
　1998年の４月に晴れて新設の環境システム学部が開設した。環境システム学部は当初の数年間は
学生募集も順調であった。特に地域環境学科の内容が“文理融合”との合言葉とグロ−バルに環境
面で活躍できる人材教育と言うことが、学内外に広まり多くの学生が志願したことから定員を超え
ての入学者を抱え、講義等では大変であった。只、これも志願者大多数が理系分野の環境を勉強し
たい学生が大変多いことから、学科の理系研究室の不足が顕著になり、学生の不満が増大していっ
た。一方、経営環境学科は環境、情報の基礎を目指し、そのプロ育てることからコンピューターを
利用した情報教育を主眼としていたが、学科として目指す目標が教員の中でも明確ではなく、それ
らが学生への教育にも悪影響を与え、学科としての魅力が弱体化したことから、急激に学生志願者
が減少していった。特に2000年頃から経営環境学科の定員割れが続いた。そのことから、2005年に
環境システム学部の理系を強化するために生命環境学科を新設し、地域環境学科を残し、経営環境
学科を環境マネジメント学科再編した。しかしその後も時代の趨勢もあり環境マネジメント学科の
みならず地域環境学科においても定員割れが激しくなり、大学総体の改編が必要とのことで2010年
に従来の学部学科の無い新しい教育課程で入学生を迎え今日に至っている。
　酪農学園大学が創立50年を経過しているが、その後半の15年を地域環境学科で教育し、多くの卒

環境システム学部の船出とその後の組織再編の背景について

加　藤　　　勲
元環境システム学部学部長
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業生が世に出て、それらの卒業生が種々の環境分野で活躍していることを大変誇らしく思っている。
これからも本学から多くの学生が世に巣立って、いろいろな仕事にチャレンジしてくれることを切
に希望している。

　ちなみに2000年からの地域環境学科（定員数140名）への入学者数の推移は、以下のようになっ
ています。
　2000年155名、2001年156名、2002年143名、2003年155名、2004年145名
　なお2005年度の環境システム学部の再編に伴い同年以降の地域環境学科の入学定員は100名とな
りました。
　2005年106名、2006年89名、2007年106名、2008年71名、2009年43名、2010年41名

　学部再編の主たる目的は、志願者を復活させることに置かれました。具体的には、大学入試にお
いて人気の高い野生生物保全を柱とする学科の新設を軸に学部再編計画が進められました。
　その結果、環境システム学部は、2005年度から地域環境学科と環境マネージメント学科（旧経営
環境学科）と新設の生命環境学科の３学科体制で再スタートすることとなりました。

　この点について「酪農学園だより」2004年11月１日号は、次のように記しています。
　“1998年に誕生した同学部は、社会科学を中心に「経営環境学科・地域環境学科」の２学科で環
境問題について教育・研究をしてきました。しかし自然科学についてより深く学びたいという学生
が増えてきたことから、今回「生命環境学科」を新設。また、既存の経営環境学科を「環境マネー
ジメント学科」と名称を改め、「地域環境学科」と共にカリキュラムを変更し、自然科学、人文・
社会科学、経営学の各手法で環境問題にアプローチしていきます。同時に、16科目にわたる学部共
通基礎科目を設定し、学科を超えた広範囲な教育プログラムを展開していきます。”
　ちなみに、スペシャリティーを持ったジェネラリスト育成を意図して導入された学部共通基礎科
目群は以下の通りです。
　地球環境科学概論、環境保全思想史、環境産業概論、情報科学の基礎、環境生態学概論、環境化学、
エネルギーの物理学、市民環境学、環境法入門、環境経済学序説、循環型資源管理論、基礎GIS、
英語で学ぶ環境問題、キリスト教環境論、酪農学概論の16科目でした。
　学部共通基礎科目導入の意義について加藤　勲環境システム学部長（当時）は、以下のように語っ
ています。
　“ ３学科に移行し、それぞれが専門性を高めたことに加え、各学科の要素を採り入れた学部共通
の基礎科目を導入しました。このシステムは、全国的にもめずらしく、学生に“学科の一員”だけ
にとどまらず、“学部の一員”でもあるという意識を持たせ、３学科の連帯感を強めて学部一体と
なるよう、期待することによります。”

　ここで３学科それぞれが目指した目標、方法論上の特徴について紹介しておきます。
　まず生命環境学科は、“自然の調和を解明する”学科と位置づけ次のように記す。“生命圏という
“共生の場”、それを取り巻く物理・化学的環境としての“循環の場”を学ぶ学科です。マクロから
ミクロまで、生命環境を科学し、環境をめぐる諸現象を解明します。カリキュラムは、自然科学的
手法で取り組むものが多く、「エントロピー環境論」「生命圏循環論」などの専門科目や「環境調
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査法実習」「知床釧路湿原実習」「フィールドGIS・GPS実習」などが盛り込まれ、〈自然との調和〉
を解明していく科学的方法論と共に、調和を維持するための方法論を学びます。”

　次に地域環境学科は、“環境と調和する地域社会を創る”学科と位置づけ以下のように記す。
　“環境と調和・共生する持続可能な地域社会創造を目標に、環境保全の社会的実現を探求する人
文・社会系中心の学科です。カリキュラムは〈地域環境科目〉〈環境政策科目〉「共生・創造科目〉
の３つの系列で構成。地域環境はもちろん、地球規模の国際的視野に立った環境保全型社会を探究
します。また地域の実態を知るために「地域実習」「海外実習」「環境フィールド実習」「自然ガイド・
アウトドア実習」など多彩な実習が組み込まれています。”

　最後に環境マネージメント学科は、“環境と調和する産業社会を創る”学科と位置づけ以下のよ
うに記すのである。
　“今日の企業は、環境と調和のとれた活動が大きなテーマとなっており、エコビジネスの市場規
模はますます拡大していきます。こういった企業活動における新たな取り組みを積極的に担う人材
を育成する学科です。「経営環境論」「環境マーケティング」など経営学を中心に、産業界で勤務経
験がある教授陣による現実に即した授業で、“人間、人間活動を取り巻く自然・生態系”としての
環境について学びながら、企業や社会がそれらと調和・共生していくための知識や知恵を学びます。”

　ところで「経営環境学科」から「環境マネジメント学科」（定員80名）への名称変更の理由について、
2009年当時の経営環境学科長は次のように述べています。
　“学科名を変更した理由は、「環境」に対する考え方を、いわゆる「環境破壊」や「環境問題」と
して使用される狭い意味に限定して捉え直したことにあります。これにより「循環型社会における
企業経営」即ち「環境と調和・共生する企業経営」について教育・研究する学科であることを強調
したカリキュラムの見直しを行いました。”（環境システム学部の教育・研究動向2003年〜2008年
度 p,2）
　この証言の意味合いを理解するためには、“環境とは、経営を取り巻く諸環境の一つ”、という認
識が多くの経営環境学科教員によって開設当初の1998年から持たれていたことがあります。
　ところが、環境問題を“広く、大きな意味”で捉え、そこでの企業・経済界の建設的な貢献につ
いて理論と実践を学びたく経営環境学科を志望した多くの学生がいました。それだけに彼らが受け
た落胆と失望は、小さくなかったと推測されます。
　その点に関しては、2013年11月２日に学生ホールで開催された環境システム学部・環境共生学類
環境フォーラム「環境と共生する世界と地域社会の創造」にパネリストとして参加した経営環境学
科１期生の草野竹史氏（NPO法人Ezorock代表理事）の発言が注目されます。
　“環境問題とそれへの対応を学びたくて経営環境学科に入学した。だが同学科の先生方の多くか
ら“環境という言葉は、経営をとりまく諸環境の一つ”、という一方的な説明をされてショックを
受けたことが記憶に残っている。”

　持続可能な開発の実現のためには、市民と役所と企業の三者が民主主義的に連携、協力すること
が大きな意味を持つこと。さらに三者間における経済界の占める大きな地位と役割、そしてそれ
故の“企業の社会的責任”や“企業市民”という事柄を考えるならば、経営環境学科の持った社会的、
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経済的、教育的意味合いとそれゆえのポテンシャルは極めて大きなものであったと思います。
　しかしそれを具現化するためには、教員陣が経営環境学科の存在意義について、また学生の期待
を強く意識した教育内容と方法に関して議論し、理解し、合意を形成する必要があったと考えます。
　ところが当時の政策決定において優先されたのは、①北海道文理科短期大学の廃止と②新学部、
つまり環境システム学部の立ち上げとそれに伴う③教員移動であったように思います。
　③に関して、加藤　勲・環境システム学部長は、2003年当時、次のように記しています。
　“発足時の教員構成は、大学教養科、短大経営情報学科、短大教養学科からの移籍した教員20名
とさらに新規採用された教員11名の計31名で発足しました。”　“環境システム学部設立４年を経過
して”、『環境システム学部の教育・研究動向（1998〜2002年）2003年３月、p １
　また③に関して、前掲の加藤　勲先生の「環境システム学部の船出とその後の組織再編の背景に
ついて」に以下の注目すべき記述がありますので改めて引用します。
　“理事長からは新設学部ではあるが、短期大学の教養学科と大学教養科を閉鎖しての新学部の改
組であることから、新学部教員の半数は既存の学部からの教員を移籍する必要があるとのことで
あった。又、特に当初は本学部が文理融合を教育の柱にするとのことから、理系学部であるならば、
新学部への移行教員は文部科学省の審査に耐える教員でとのことから新設学部長予定者の大田教授
と連絡を持ちながら各教員の移籍作業を進めた。それらの申請手続きの中で、文部科学省側との折
衝の中で理系学部では設置困難とのことから、社会系学部であれば可能とのことで急遽方針転換が
なされた。只、それでも新設２学科にもそれぞれ中心となる理系の先生も数人必要としていること
と、更に他学部各学科への教員移籍のお願いもあり、移籍作業が大変であったことが思い出される。
このような作業の中で、移籍した各先生には多くの不満があったことは十分承知しながら、更に先
生方の了解（無理強いして）を得ながら事を進めていた。”
　“ボタンの掛け違い”とはこのようなことを言うのではないでしょうか。優先順位は、まず何よ
りも大きな期待を胸に新学部にやってくる学生群に置くべきではなかったでしょうか。また、そう
した期待に鋭意、応えようとする教員陣の熱意と努力であったと思います。そうであれば、新学部
と学科群のビジョン、目標、教育体制、方法論等については、時間をかけて議論し、組織的なコン
センサスを形成しておく必要があったのではないかと考えます。
　さらに、そうして創り上げた土台の上に教員の移籍と新学部への配置が全学的な視野のもと適材
適所で行われるべきだったのではないでしょうか。適材が学内で見つからない場合は、外部からの
新規採用で対応ということだったと思います。ところが当時の司令塔において優先権を与えられた
のは、以上の合意形成や全学的スケールでの対応よりも、①閉鎖を余儀なくされた部分の「受け皿」
を作ること、②当該教員も基本的に受け皿へ「横滑り」させることだったように思われます、さら
にその際に③各教員の「意思や持ち味や熱意の有無」についての検証がきちんとなされたか疑問が
残ります。
　もちろんそうした状況でも熱意を持った適材が適所に移籍した場合もあるでしょうし、移籍した
後に自分の専門領域のウィングを大きく広げた頼もしい教員達もいたことを忘れるべきではないと
思います。
　しかし、上記したような、“ボタンの掛け違い”の代償は、大きかったと判断されます。
　大学当局側は、学部・学科のスタート前に不本意移籍の教員群に対して新入生の期待を裏切らな
いように努力して欲しい旨の丁寧な説明と説得を行ったとは思います。しかしそれを担保するため
に、例えば、学生による率直で建設的な授業評価をきちんと実施し、それを教員評価の判断材料と
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して重視する旨を表明すべきだったと考えます。
　大学は、「良識の府」であり、教員はそれにふさわしく考え、行動するであろうと大学上層部は、
期待を込めて判断していた可能性もあります。だが他面で、大学教員の世界には、残念ながら、狭
量な専門家主義、権威主義、現状維持主義、たこ壷主義的な体質・傾向があることについて否定出
来ない現実もあります。
　仮に不本意移籍の教員集団が、以上の体質、傾向の中に逃避したとすれば、彼らにとって環境問
題という言葉、コンセプト、世界は、二次的、三次的なものとされることとなります。
　多くの学生側からそれを見れば、看板を信じて入店し、メニュー通りに注文したのに、大きく期
待を裏切る料理が次々と出てくる状況であったのではないでしょうか。
　その結果は、経営環境学科生の休学、退学者の増加と入学志願者の急減、言い換えると学部を構
成する両翼の一方の急速な劣化をもたらすこととなります。
　それは、次第に「環境システム学部号」自体の航行にも大きな影響を及ぼすに至るのです。それ
故に、2005年の環境システム学部再編のいま一つの狙いが旧経営環境学科教育の指向性と内容の改
善におかれることになりました。とはいえ、その変革に向けての組織的な取り組みは、残念ながら、
Too Littleでしたし すでに、Too Late と言わざるを得ないものでした。

学部再編の光と影

　地域環境学科に関しては、名称に変化はないまま2005年に学部３学科体制（地域・環マネ・生命）
に合流します。
　しかし内容的には、相当数の自然科学系の教員が生命環境学科に移ったために人文・社会科学系
の地域環境学科という色彩が一層強くなります。
　他方で新設の生命環境学科では、自然科学系かつ実験系の学科という色彩が鮮明にされます。そ
の結果、大変皮肉にも、従来の学際的で統合的な学びの場としてのメリットを地域と生命の両学科
ともども減少させるに至ります。そうした負の側面が、上記の16に及ぶ学部共通基礎科目の導入に
よって中和化された部分もありました。だが新たな大学改革によって2010年度に生まれた環境共生
学類の教育においては、自然科学的、実験系的な指向性・内容が、実質的に強まりました。
　学際的で統合的な学びの必要性をどう考えるのか、そうした空間をどう具現化するか、それによ
りスペシャリィーを持ったジェネラリストをいかに育て社会に送り出すかが、改めて問われていま
す。

　多様な問題意識と関心分野と未来の設計図を持つ学生諸君を受け入れ、それぞれの自己実現を支
援し、卒業後に進んだ仕事場で高く評価してもらえるような人材を育てる教育体制をいかに創り、
発展させるか、という問題は、大学関係者にとって古くて新しい重要な問題です。
　他方で多くの入学志願者が期待出来そうな学科・学部（学類・学群）を創る方が現実問題として
重要と捉える立場、特に本学の様な私学の場合、もあります。環境システム学部再編に、後者の立
場、政治意思、判断が大きな影響を及ぼしたことは否定出来ません。幸いにも野生生物保全関連の
教育・研究・社会貢献を柱とする生命環境学科は、関係者の努力により設立以来、多くの入学者を
集め、それは、2010年度に発足した環境共生学類においても志願者への磁力を維持しています。
　しかし学部再編の評価は、学生達側の多様な将来ビジョンや利益やニーズといった観点からもな
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される必要があることは言うまでもありません。その場合、例えば、時間的、空間的、争点的にも
全体を俯瞰する力、その上で課題を発見し、多くの人々と連携・協力して問題を解決する力、あら
ゆる人為的なバリアーを超えて広く共感を呼び起こす力などを学生が会得する場となっているか否
かも大事なモノサシになると考えます。

　じっくり観察してみると、市民と役所と企業間のより良き関係性を構築することで自然の保全や
再生にも貢献したい、と考える相当数の学生もコンスタントに入学して来ましたし、現在そして今
後においても、そうした志を持つ学生は、一定程度存在すると考えます。
　彼らに対するコース的な受け皿の提供は、大学として考慮する価値があるのではないでしょうか。
　繰り返せば、2005年の環境システム学部教育体制の再編や2010年の大規模な大学教育改革に対す
る検討と評価は、数字として現れる側面のみならず、そうでない側面も織り込んで検証することが
求められていると思います。
　そうした地道な問いかけの作業は、その程度や拡がりの差はあれ、古今東西の大学で行われ続け
て来ているのですから。

（6）2005年度の環境システム学部の再編と２０１０年度の大学教育体制の再編に伴う大規
模な人事移動

　まず生命環境学科に、自然科学系の加藤　勲先生、矢吹哲夫先生、金子正美先生、Mark Brazil
先生が移動される。
　他方、地域環境学科のメンバーとして新たに山下亜紀郎先生（都市空間情報学研究室）と横山明
光先生（環境生物・生態学研究室）が新たに参加される。
　以下は、横山先生の研究室紹介です。“グローバルに考え、ローカルに生きる、その様な宇宙船
地球号の乗組を目指し、この酪農学園のキャンパスを学びのフィールドとし生物学的、生態学的調
査研究をしてみましょう。また、北インドの農業大学と連帯し貧農村民の自立活動から学ぶスタディ
トリップを実施しており、農業関係の進路も開かれている。”
　同年３月末をもって村木茂明先生が退職される。
　伊藤　悟先生は、札幌大学法学部に転出される。
　2006年度には、伊藤　悟先生の後任として遠井朗子先生（環境法研究室）が着任される。
　同じ2006年に、牧原　統先生（身体環境学研究室）が村木茂明先生の後任として以下の教育指針
と共に本学科に参加されます。ちなみに村木先生により1998年から学科アドバイザー対抗スポーツ
大会が開催され、学生と教員で約100〜150名が参加。優勝、準優勝のゼミにはトロフィーが授与
された。このイベントは、その後、牧原先生によって継承発展される。また2012年度と2013年度の
夏には丸池のほとりで学科の学生と教職員によるBBQの会も実施される。地域環境学科のチーム
ワークの良さもこのような取り組みからも増進されたと思います。

2013　初夏　BBQ 大作戦◇
　2013年８月５日　初夏、本年も地域環境学科の教員と学生が、学内で交流バーベキュー（BBQ）
パーティを開催しました。夏休み直前の…就活、卒論準備にそれぞれが活動している…が!!。
　晴天の下に、夏の緑あふれるキャンパスならではのスペシャル・プログラムです。笑顔、笑顔が
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いっぱい…!!BBQの後には、スイカ割りも行い、笑顔と歓声の中、とても楽しく過ごした１日とな
りました。

2013　秋　交流体育大会◇
　2013年10月26日　本年も地域環境学科主催交流体育大会が、本学体育館で開催しました。1998年
から毎年秋に学生達が主体となり実施されてきました。今年は、地域の先生方が担当している学類
３年生も飛び入りの参加し、バレーボール、バスケットボール、フットサル、バドミントンの種目
に即席のチーム編成で試合、笑顔と歓声が体育館に響いていました。

牧原　　統　

　以下は牧原先生の研究室紹介です。“「健康」をテーマに、積極的な運動の実践と人の健康調査
や自然環境の保全などについてフィールドワークを実施し、個人の積極的な健康づくりと地域社会
での自然環境問題を考えます。テーマを基に自主的、積極的に考え活動する研究室です。”
　2006年末に激務の宗教主任を永らく務められると共に地域環境学科の学生諸君の教育にも大きな
貢献をされた山口　博先生が退任される。山口先生は、激務の中、学生による音楽祭：エコ・ライ
ブの立ち上げと定着にも大きな貢献をされました。ちなみにエコライブも、いまや全学的なイベン
トとなっています。
　2007年度は、発展途上の環境教育学の研究と教育に貢献された千田　忠先生が定年退職されます。
　2008年度には、藤井　創先生（環境平和学研究室（旧キリスト教学研究室）が山口　博先生の後
任として着任されます。以下は藤井先生の研究室紹介です。“環境を作る「人と社会」に焦点をあて、
平和学の「積極的平和」の観点から、よりよい社会環境・自然環境の構築に関心を寄せます。ゼミ
の柱を「アジアとの出会い」に置き、フィリピン、台湾、沖縄などの現地研修を行っています。ま
た市民の方々と原発の問題に向き合っています。ゼミ生たちが学生らしく社会や市民との関わりを
持ち始めたことを嬉しく思っています。”
　また安宅仁人先生（教育学研究室）が千田先生の後任として2008年度に着任されます。
　以下は安宅先生の研究室紹介です。
　“「子ども・若者の成長と発達の問題を教育制度から考える」、子どもや若者の成長と発達の問題
を中心に据えながら、教育や子育ての現場を取り巻く様々な課題（いじめ、不登校、ひきこもり、
就労問題など）に対応するためには、どのような制度が必要とされているのかを考えている研究室。”
　さらに2008年度には村野紀雄先生の後任として宮木雅美先生（地域環境保全学研究室）が着任さ
れます。
　以下は、宮木先生の研究室紹介です。
　“北海道の原生的な自然や、人里の身近な自然をフィールドにして、「地域の特徴ある自然の保全」
をテーマに、野生生物の生息地の保全・管理手法や、生物の相互関係、自然環境の賢明な利用など
について研究を進めています。ゼミ活動を通して、自然に対する豊かな感性と科学的な知識を養い、
自然環境保全に携わる人材育成をめざします。”
　2010年度には、山下亜紀郎先生の後を継いで小川健太先生（都市空間情報学研究室）が着任され
ます。
　以下は小川先生の研究室紹介です。
　“本研究室は、①地球観測衛星による農業・環境の広域のモニタリング手法の開発と評価、②空
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間情報技術を活用した野生動物の生態や地域環境の解析、③空間情報を活用した防災、災害対策等
における状況認識、情報共有手法の開発、をテーマとして活動しています。
　GIS（地理情報システム）・RS（リモートセンシング）技術などを用いた空間情報の解析、活用
技術の開発と評価に取り組んでいます。地球観測衛星から送られてくる画像、高性能カメラを搭載
し上空100ｍを飛行できる超小型飛行ロボットによる航空写真からさまざまな画像処理により情報
を抽出して、農地・自然環境の広域のモニタリング、野生動物の生態の解析から、防災、災害対策
等における状況認識、情報共有手法の開発などを行っており、研究分野は多岐にわたります。
　例えば、農地や牧草地のモニタリングによって、農作物の生育状況把握や作付け・栽培履歴の管
理、草地整備・更新の判断、放牧牛の行動管理など農産物生産の効率化をサポート。また、野生動
物の生態の解析、防災マップの作成など社会のさまざまな課題解決への貢献が可能です。”
　2010年度には、横山先生の後任として干場敏博先生（環境生物・生態学研究室）が着任されます。
　以下は、130ヘクタールのキャンパスも教室にしてみよう、といろいろ取り組んでおられる干場
先生の学生による研究室紹介です。“キャンパスは多様な生物で一杯。野外礼拝堂林地の樹木と林
床を彩る草花、アゲハチョウなどの昆虫たち、腐朽木や大地から顔出すキノコ群、本学が誇るシラ
カバ並木路などの豊かな自然環境に心酔しています。私たち５人の学生は環境生物生態学の研究に
奮闘中です。”

（7）地域環境学科のカリキュラムと教育体制と方法論

　まずカリキュラムの特徴について開設当時の学科紹介パンフレットの記述をもとに概観を試みます。
　柱としては、以下の４つが提起されました。

（1）感動が先生だー生態系から資源、情報、国際学まで多彩なカリキュラムー
　“「環境を総合的に知るには、理系・文系という枠を超えたさまざまな分野の知識の習得が必要
です。
　カリキュラムでは、自然科学や文化、社会、経済、政策など、環境を学際的な視野から探求。身
近かな動植物のフィールド調査、国際情勢の理解、政策、法律、情報やシステムの構築など、内容
も手法も多彩な授業で今まで知らなかった地域や地球の姿を感動的に学んでいきます。”

（2）コミュニケーションが先生だ─アドバイザリー制度＆ゼミナールー、本音で語ろう、共に体
験しよう、第一線の知識と心に触れる４年間─

　“学生と教授そして学生間の緊密なコミュニケーションを何よりも重視しています。１・２年次
には、それぞれの研究室に全ての学生が所属し、テーマを持って研究をしたり、先生とのふれあい
を持つアドバイザー制度を実施。大学で学ぶ楽しさを知り興味あるテーマを見つけ出していくとと
もに、３・４年次、主体的に学習や研究を行う専門演習（ゼミナール）への助走期間とします”。

アドバイザリー制度と基礎ゼミ活動

　アドバイザーの仕事としては、①アカデミック・アドバイザーとしてのそれと②生活面での指導・
助言の二つがありました。ちなみに学生は、学科の15の研究室に学生番号順に機械的に割り与えら
れ①、②のアドバイスを受けつつ少人数教育の利点を生かして３年次のゼミ活動で必要とされる知
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識や技量や経験などを学びました。
　アドバイザリー制度の目的の一つは、少人数教育のメリットを生かすこと。及び学生に大学での
居場所を提供することでした。その際には、研究室の隣を学生の語りと学びの空間とする酪農学園
大学独自の素晴らしいデザインが大きな貢献をすることとなります。つまり独特な研究室のデザイ
ンによって学生諸君の自発性、独創性、協調性、行動力、コミュニケーション力、企画力、チーム
ワークなどが大いに促進されたからです。このような研究室のデザインは、何処の大学でも同様に
あるかのように思い込んでしまう学生がむしろ多かったと思います。
　間違いなく本学の研究室のデザインとその活用方法は、FDの立派な成功例でしょう。先人達の
ビジョンと実践力と継続する志に改めて敬意を表したいと思います。

　また基礎演習の時間では、特に３年〜４年次のゼミ活動を展開する上で必要不可欠となる以下の
資質育成に置かれた。それらには、広く多様な関心を持つこと、シャープで深い問題意識、情報収
集力と分析力、大きな文脈の中で何が問題か、何故問題なのかを提起出来る力、調査対象現場での
対応能力、事態改善、解決のための具体策を提案し得る力、さらに、文章や言葉や映像等でプレゼ
ンテーションし得る能力、良き聞き手となること、討議を率直かつ建設的に展開し得る力、リーダー
シップ、チームワーク、ユーモアとウィットなど。
　それらの力を育てるため各研究室単位でテキストを読んだり、調査研究に必要なツールや技法に
ついて学んだり、キャンパス周辺を舞台とする小フィールド調査を行ったり、ゼミ報告の要旨作成、
報告、討議の体験的学習などが行われました。
　また同時並行的に学科単位での近郊への現場訪問と聞き書きを行うエクスカージョンも実施され
ました。
　さらに研究室によっては、担当学生と共に夏休みを利用した北海道内外を舞台とした基礎ゼミ調
査旅行、例えば、押谷研究室による足尾鉱毒被害地訪問、森川研究室による泊原発訪問等が行われ
ます。

　だが全体的に見れば、研究室間の連携は必ずしも十分ではなく、またカリキュラム上の不備やマ
ンパワー不足もあり１年生から２年生の終わりまで基礎演習を継続的に展開し３年次以降のゼミ活
動に繋げる試みは容易ではありませんでした。
　マンパワーの観点から言えば、大学院生をティーチング・アシスタントとして基礎演習の運営に
関与、貢献してもらう可能性もありましたが様々な事情で学科としての導入は断念せざるを得ませ
んでした。さらに留学生が学科、学部、全学レベルで５％〜10％でもいれば、基礎演習や通常の
講義展開で日本人学生は、有形無形の知的刺激と学びとそこからの多くの成果を得ることが出来る
可能性がありました。
　だが地域環境学科でも留学生は事実上ゼロの状態が残念ながら続くのです。地域環境学科の15の
研究室に仮に、毎年１人の留学生が所属すると４年間で計60名となります。彼らの存在そのものが
FDの多面的な具体化を引き出すのではないでしょうか。大学院レベルでは事情は違いますが、学
部レベルに関する限り本学は、未だ“日本人の日本人による日本人の為の大学”という状況が続き、
残念ながら、とてもユニバーサルとは言えない存在にとどまっています。そんな中で近年における
エクステンションセンター・国際交流課の着実な活動は、大学コミュニティー全体の日常的な国際
化、との関連で注目されます。
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（３）情報が先生だー調査・システム分析─コンピューターによるネットワーク、GIS、データベー
ス…環境をより深く、的確に理解するための調査と分析手法─

　“環境を理解するためには、それらを裏付けるデータ等の情報整備は不可欠です。本学科では、
特に環境問題を把握するための技術として、世界的な潮流となっているGIS（地理情報システム）
について学びます。”

（４）体験が先生だ─海外への環境調査や生態調査へ、森へ、海へ、街へ、企業へ、多くの体験が、
知識と行動力と心を鍛える─

　“学問は、知識と経験が相乗して確実に身に付くもの。本学科では、体験や経験を重視する観点
から独自の実習プログラムを設け、２年次の夏には、地域の企業や自治体等の活動を体験する地域
実習を。また２年次の冬には、日常の学習や研究をより具体的に確かめるための海外実習を実施し
ています。これらの体験の中から、グローバルな視野と実践的な問題解決能力を高めていきます。”

　上記の記述の理解を深めるために（1）〜（4）の柱について付言しておきます。
　カリキュラムは以下のように構築されました。
　土台部分の基礎科目群は第１群のキリスト教学I 〜 IV、第２群の政治学、経済学、法律学、日
本国憲法、社会学、第３群の歴史、文学、哲学、心理学、第４群の化学、生物学、物理学、数学、
統計学、第５群の体育実技、体育講義
語学科目第１群として英語、ドイツ語、フランス語、中国語、第２群としてコミュニケーション・
イングリッシュ I 〜 IV

　専門科目は①環境基礎科目、②地域環境保全科目、③地域社会振興科目、④情報科目が、そして
最後に⑤総合科目がそれぞれ配置されます。
①では、生物多様性論、環境生態学総論、エントロピーと環境、社会環境論、環境の思想と倫理、
北海道史概説、キリスト教環境論、比較文化論、北方文学、地域理解、時事英語、地域指導者論、
地域環境学概論、地域環境論特講、環境科学概説が配置される。

②では、北海道の環境問題、環境アセスメント、土壌と水の科学、環境汚染と微生物学、地域環境
保全計画、農業環境科学、緑化政策論、持続型農業論、北海道の食物学、地域交通環境論、地域景
観とアメニティー、環境教育概論が配置される。

③では、国際経済論、日本経済論、国際関係論、地域経済論、地域計画・開発論、資源管理・再利
用論、地方自治法、民放、税・財政論、環境関係法規、国際協力と平和、地域福祉と看護、地域公
衆衛生学、環境文化論が配置されます。

④では、コンピューター演習I 〜Ⅲ、プログラミング論、地理情報システム論I 〜Ⅱ

⑤では、地域実習、海外実習、専門演習、卒業論文が配置されました。

　以上の５つの科目群の組み合わせによって形成されたカリキュラムの特色については、次のよう
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に記されています。“基礎科目も環境基礎科目も学際的。地域の環境保全、活性化を柱に、地球環境・
社会環境・生活文化環境領域をネット。地域環境保全科目には微生物の活用や持続型農業に関する
ものも含まれ、地域社会振興科目には資源の再利用や福祉・看護に関するものも含まれます。自分
の言葉として使えるコミュニケーション・イングリッシュや自分の目的にために使いこなせるコン
ピューター演習を設け、福祉施設や役所、農場での地域実習、滞在型の海外実習など、現場や地域
社会が教室となるフィールドワークを重視しているのも大きな特色です。”

　言い換えると学際的な科目配置とそれを横断的に繋げる専門科目、学外実習科目を配置したこ
と、検討対象の客観的究明と問題解決に資するためのツールであるGISやコンピューターやコミュ
ニケーション・イングリッシュの修得を重視したことが注目されます。

　とはいえ、地域環境学科は、当初から以下のような構造的な弱さを抱えていました。
　例えば、自然科学系の研究室が配置されたものの、学科研究室全体では約３分の１にとどまって
いたからです。
　さらにそれらも理事会側の経営戦略上の判断から“非実験系の研究室”として位置づけられたこと。
　従って実験に必要な独自の予算、機材、機器、部屋、補助スタッフ、学外実習施設等が極めて乏
しい状態に留め置かれたからです。以上に加えて大学が環境システム学部に関するPRで“文理融
合”という言葉を積極的に展開したために少なからぬ環境システム学部の入学生に大きな期待とそ
れ故の失望を与えてしまうことになりました。
　以上の状況は、必然的にカリキュラムの編成と実際の教育展開にも大きな制約を課すこととなり
ました。
　しかしハードとソフト面での制約は、大学全体での柔軟で相互補完的な教育体制─例えば酪農学
部などでの特定の科目受講や一定程度のゼミ生の相互受け入れーが構築されていれば、自然科学的
な視角、分野、方法論に重きを置いて環境学を学びたい一群の学生の意向やニーズを相当程度バッ
クアップ出来たと思います。
　残念ながら当時の大学は、学部・学科単位での縦割り的な発想と教育運営が根強く学生諸君の意
向と利害とニーズに全学的な視野から柔軟に対応することが出来ませんでした。
　もちろん学生諸君の意向や将来像は多様ですので人文・社会科学系を主柱としつつ自然科学系を
支柱に学ぶことを選択した学生も少なくありませんでした。また当初は、自然科学的なテーマと方
法論から環境学を学ぶつもりで本学科に入学したものの人文・社会科学的なそれにシフトすると
いった一群の学生も出てきました。
　そうした状況下にあって、地域環境学科としては、学生諸君の多様な意向とニーズに可能な限り
応える努力を試みました。それらには、限られた予算やスタッフの下での、自然科学系、特に野生
生物保全関係の科目と非常勤講師の補強、学外実習プログラムの充実、基礎実験関連用の機器、資
材のテコ入れ、それらを収容し活用出来る部屋の確保等でしたし、学科の教員達の一貫して変わら
ぬ熱心な教育への取り組みでした。だがそうした自助努力には、明白な限界がありました。
　言うまでもなく、学科の両翼の一方（自然科学系）が弱体である客観的事実があり、それが上記
したように、学生の期待とニーズに十分に応えられず、さらに学生募集にも否定的な影響を及ぼす
ようになった状況を反転させるためには、政策決定者レベルでのこの問題に対する理解と迅速かつ
ダイナミックな関与が大きな意味を持っていたからです。
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　この点に関して「地域環境学科に学んで」と題する卒業生の中野晋太郎氏の指摘が多くの示唆を
与えてくれると思います。

　地域環境学科森川研究室二期生の中野晋太郎と申します。地域環境学科卒業後、島根県立大学大
学院北東アジア研究科にて修士課程を終了し現在は、JA北海道厚生連遠軽厚生病院医事課に勤務
しています。この度地域環境学科のレビューのお話を頂きましたので、在学中・卒業後を通して感
じた評価について述べさせていただきたいと思います。
　地域環境学科は、文理融合の基に「環境」という非常に多種多様かつ多方面に広がる分野を包括
し研究しようと試みた学科です。「環境」をメインに設立した学部学科としては、道内ではいち早かっ
たはずで、早々に環境を学ぶ学部学科を設立した事は評価しうる大学側の判断であったと思います。
また、理系の大学でありながらも人文・社会学系の教授陣が充実していました。しかし、４年間の
カリキュラム振り返ると学生・教員・大学間での「環境」というイメージの相違から学ぶ側と教育
を提供する側のアンマッチがあったと考えます。事実、多くの学生のイメージとして「環境」＝「野
生生物」又は「自然環境」が多かったように感じます。アンマッチの例として、研究室選考時に先
の「環境」のイメージを持つ研究室に学生が集中するような現象がその背景として裏付けられます。
この問題については、私の卒業後に生命環境学科の設立等をもって対応したのだと考えます。
　私は、人文・社会学系の森川研究室にて学んでいましたので、他の理系研究室や講義の評価は避
けますが、当時の人文・社会学分野の「環境」というキーワードは各基礎学問（法学・語学・文学・
社会学・国際関係論等）の中の一分野かつ新分野であった為、各教授陣も講義やゼミでの指導につ
いては大変ご苦労されたと思います。この点について不満を覚えた学生も多少いたかと思いますが、
私は各学生の研究テーマについて自由に選択させ、共に学びながら指導をして頂いた教授陣に感謝
しています。
　卒業後、私は大学院へ進学しましたが４年次と大学院終了後に就職活動を経験しています。実は、
就職活動時に自身の研究テーマについては比較的自信をもって回答できたのですが、「地域環境学科」
とは何かといった質問に対する回答には大変苦慮しました。地域環境学科で学ぶ本人も説明するこ
とが難しいという事は、企業の人事担当者もイメージが難しかったと感じます。現在はどうかわかり
ませんが、当時の就職環境は非常に悪く「就職氷河期」とも言われるほどでしたので、酪農学科を
はじめとする他学科とは違う視点での大学側のサポート体制がもう少しあればと感じました。
　私は、大学院終了後、リース会社、風力発電会社、現職と畑の違う会社を経験してきました。そ
れぞれの会社にて地域環境学科で学んだことが役立ちましたので、その例をお話します。リース会
社では、廃棄物処理やリサイクル関連法などの知識、風力発電会社では、新エネルギー分野の知識、
バードストライク問題等の知識が役に立ちました。現職は病院の事務をしています。地域環境学科
と医療機関の接点が無いように感じますが、意外な事にGIS（地理情報システム）の知識が現在役
立っています。現在大中規模医療機関においては、DPC制度（診断群分類に基づく１日当たり定
額報酬制度）が取り入れられております。DPC制度を導入している医療機関は一患者一入院に対
してその診断名、診療内容、身長体重、住所（郵便番号）等の膨大な情報を登録し厚生労働省へ提
出する義務があります。このDPCデータは自分たちの病院の経営分析にも用いられており、その
内の郵便番号情報をキーにGISを用いてDPCデータを地図上に落とし込み分析する手法を行うに
あたりGISの講義で得た知識が役立っています。
　地域環境学科の評価の総論として、幅広く「環境」分野の知識を得られたことは私にとって有益
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でしたが、学科として「環境」の風呂敷を大きく広げすぎていたことは否めません。その為、対外
的にも対内的にも強みの弱い学科であったと考えます。今後は、野生動物学や生命環境学に専門の
ウエイトを置いた環境生態学類の２コースを設置するとのことですが、それは当然の流れだなと感
じています

（8）内外の現場を訪ねてのフィールドワークを通じた統合的な学び

　地域環境学科においてキャンパス外の様々な現場を舞台に行われた実習教育プログラムは、多様
な縦糸を統合的に繋ぐ横糸としての重要な役割を演じました。
　カリキュラム上は、集中講義的な方法で主として２年次の夏に波状的に展開されました。例えば、
地域実習は、夏休み中の１週間に、アウトドア・ガイド実習は、夏休み中の３日程度、森林フィー
ルド実習　夏休み中の３日程度
　他方で、海外実習は、初年度以降は、春休み中の２月に実施されるのでした。
　そしてそれらの学びを土台とした３年次からの各研究室に所属しての多面的、総合的な調査研究
活動への従事が開始されました。各ゼミ単位では、日本内外を舞台とする極めて意欲的なフィール
ドワークの実施とその成果の検討会、報告会、活動報告集の刊行、配布が連続的に行われました。
　注目すべきは、地域環境学科のフィールドワークでは、対象地域と問題分野に対する事前の包括
的（理論的、歴史的、法・制度的、機構的、政策的など）な調査・研究と討議、およびキャンパス
に戻ってからの包括的なフォローアップと提言を含む報告活動が愚直に行われたことです。
　教員と学生が現地の様々な人々、機関と緊密に連携した内外を舞台とした波状的なフィールド
ワークは、本学科が誇るべき教育プログラムではなかったかと思います。
　教育プログラムとしては、最後に卒論研究と卒論執筆による４年間の大学内外での学びの結晶化
が行われました。主体的、能動的にこれらの活動に取り組んだ学生にとっては、かなり充実した４
年間の日々となったのではないでしょうか。

地域実習

　このプログラムは、60名から70名程度の２年生が江別市や札幌市の環境、教育・文化、福祉、調
査研究機関などの協力を得てインターンとして１週間、働かせて頂きながら様々な事柄について知
り、学ぶ、というかなり大規模でアンビシャスな試みでした。参加学生諸君にとっては、このイン
ターンシップは、例えば、理論と実践、過去と現在、政策と成果と課題、問題分野の重なり具合と
対応、行政組織とその運営、行政と市民と企業の関係等といった事柄について多面的、統合的に捉
え直す貴重な機会となったと思います。参加人数が比較的大規模なこと、送り出す側と受け入れて
下さる側の相互信頼関係の形成と発展が大前提であることから参加希望学生を対象とした周到なガ
イダンスが行われました。またインターンシップを実り多いものとするために事前の調査・研究と
討議には多くの時間とエネルギーが投入されました。さらにインターン終了後に報告書を作成しご
指導頂いた受入機関の方々にもお届けすることで改めてフォローアップの大切さも学生に学んでも
らいました。
　この大規模なインターン・シッププログラムである地域実習には岩井先生が多年にわたって中心
的な役割を演じて下さった後、押谷先生と遠井先生がリリーフ・ピッチャー兼クローザーとしての
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仕事をされました。
　この地域実習は、受け入れ先となって下さった機関、団体の温かな教育的配慮もあり参加学生の
成長にとって大きな跳躍台となったと思います。
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実 習 先：独立行政法人　林木育種センター北海道育種場
実習期間：2005年９月１日〜９月９日（７日間）
　私は、林木育種センター北海道育種場で実習をさせていただきました。
　育種センターの実習では、樹木の強度を測る材質調査、検定林の樹高、胸高直径の測定、ラベル
替え、場内外の種子採取、さし木の発根調査などの作業を行ないました。ラベル替えをしながら、
シラカンバ・ダテカンバ・ウダイカンバの葉の形態の違いや、掛け合わせた木はどちらの木の特徴
が出ているかを見たり、採取した種を割りりん片の形を見てみたりと、実際に触れて見て勉強にな
りました。
　千歳での一般次代検定林での調査では、樹高・胸高直径の測定をしました。この作業で採ったデー
タは次代の精鋭樹（成長が早く健全で、病害虫に強いとされた木）選抜に使われ、さらに優れた次
世代品種の改良を行なうそうです。
　育種センターで行なっている事業を大きく分けると、林木育種事業（樹木の新品種開発）、ジー
ンバンク事業（林木遺伝子の収集と保存）、海外技術協力（海外への育種技術の協力）の３つです。
これらは、地球温暖化防止や環境改善、森林の回復、貴重な遺伝子の保存、良質で安価な木材を提
供するための研究・開発なのです。
　今回の実習で木の生命力の強さを感じることが出来ましたが、その木が育つには、気の遠くなる
ような時間が必要となります。一度失われた森林は、容易に戻ることはありません。だからこそ、
現存する森林資源を大切にしていかなくてはならないと強く思った次第です。
 （2005年度報告集「地域実習を終えて」より）

「地域実習を終えて」

伊　沢　聖　美
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海外実習

　地域環境学科の旗印の一つに、Think Globally, Act Locally!地球的規模で考え、地域レベルで行
動せよ! というものがあります。海外実習は、地域実習の学びと連動することでそうした言葉の意
味─世界は広く、多様性に富み、ダイナミック、環境問題への取り組みでも参考になることがいっ
ぱいある、もっと視野を広く勉強しなければーを学生諸君が実感しする貴重な機会となったと思い
ます。

　またこの島国を出て不安な気持ちでいたのに訪問国の人々の友情、愛情にふれ、違いよりも人間
としての共通性と素晴らしさを再確認する機会、ヒューマニズムを土台に学問と取り組むことを再
確認する機会ともなったのではないでしょうか。本学科の海外実習への取り組みは、かなりタフな、
約２年間の長距離走でした。

　参加希望者は、入学式直後のオリエンテーションで約２年後に予定されている海外実習に参加す
るためのハードルを示されます。例えば、目的意識を明確にしていくこと、保護者の理解と支持を
得るために努力すること、時間をかけた自助努力で参加費をある程度手当をすること、１年次の地
域理解と２年次開講の地域実習は、履修し単位を取得することが求められたからです。また２月末
の帰国直後から夏休み直前の時間にかけて「海外実習報告書」を参加者自身が役割分担しつつ企画・
立案、編集、作成することが求められました。
　まり海外実習は、事前の準備と実際の移動教室の時間と帰国後の報告書の完成と関係者への配布

（含むアデレード関係者）といった一連のプロセスを経て終了するもの、と見なされたからです。嬉
しいことに参加学生は、極めて前向きに各段階での仕事を、個人レベルでも、グループレベルでも
取り組み、それを見事な形─「海外実習報告書」や学生ホールでの報告会の実施─にしてくれました。

　第１回海外実習は、2000年夏に行われました。ちなみに参加学生数は、総計で42名という大きな
数となりました。
　初回は、カナダとオーストラリアの二つの国に向けて出かけるという欲張ったプログラムとなり
ました。
　前者は、アルバータ大学博士課程の院生が現地協力者となりカナディアンロッキーの中腹を２基
の大型テントで上下しつつ野生動物保全、公園管理等を学ぶというもので加藤勲先生とマーク・ブ
ラジル先生が15名の学生を引率してくれました。
　後者は、南オーストラリア州政府・関係機関が受け入れ先となり市民と行政府と企業がコラボし
た様々な環境問題への先進的取り組みの現場、廃棄物、水、緑化、コンパクトシティー構想、公共
交通システム、環境教育、GIS教育と適用等、を訪ねての聞き取り調査を行いました。また、滞在中は、
とても心温かく、頼りになるホストファミリー宅にお世話になりながら広く様々な勉強もしてもら
いました。おかげさまで学生諸君は、とても幅広い学びと感動に満ちた旅を持つことが出来ました。
　なおアデレード市内外を舞台とします第１回の旅には、村野先生と久恒先生そして森川が同行し
ました。
　ちなみに伊藤先生、千田先生、金子先生、山下先生、遠井先生がこの後の実習に引率者として参



31

加されました。
　参考までに学生の参加数を記します。2001年36名、2002年25名、2003年34名、2004年29名、2005
年16名、2006年13名、2007年９名でした。
　第２回目以降の海外実習は、学生の要望が強くまた現地の受け入れ態勢がしっかりしているアデ
レードを舞台に真夏の２月に展開されました。内容的には上記の問題分野に加えて豪州第一の河川
であるマレー河調査、野生生物保全の現場、観光開発や有機農場やエコ住宅等も盛り込んだとても
欲張ったプログラムになりました。気温零下10度位から気温40度前後の信じられない世界への高速
移動しての海外実習は、それだけでも世界の広さ、多様さを感じさせてくれたと思います。
　ちなみに2005年度からは学部再編で地域環境学科の定員は100名となりました。また2005年頃か
らの急激な豪州ドル高で現地滞在・研修費が高騰したことが主因となって海外実習に参加したくと
も参加し得る学生数が激減します。
　その結果、2007年度をもってアデレードでのプログラムは停止することとなりました。それは酪
農学園大学ファンが多いアデレード大学関係者やホストファミリーをひどく落胆させるのでした。
高い評価を創ってくれたのは、言うまでもなく滞在中の素晴らしいパフォーマンスで現地ホスト社
会に感銘を与え続けた歴代の参加学生諸君でした。本当に素晴らしい民間外交官で、誇りに思いま
す。またカウンターパートナーのアデレード大学のProfessional and Continuing Education、多く
のRAKUNOファンのホストファミリーの皆さん、様々な現場で学生諸君のためにご教授下さった
多くの方々さらに海外実習を一貫してサポートして下さった本学の関係者の皆さんに改めて御礼を
申し上げます。

　2008年度以降は、押谷先生と森先生、藤井先生によりブルネイに舞台を移しての海外実習が展開
されます。
2008年５名、2009年９名、2010年５名、2011年５名

　2012年３月、４度目のそして最後のブルネイでの海外実習が終わった。
　それまでのオーストラリア、アデレード大学での海外実習に代わってボルネオ島の緑り豊かな熱
帯地方を舞台に、ブルネイ大学の全面的な協力を得て新たな実習の地を得ることができた。まだま
だ日本人が訪れることは少ない国であるが、三重県と同じほどの国土面積に43万人が暮らしており、
豊かな大家族制のマレー文化の下、人々は恵まれた暮らしを営んでいる。
　毎年、雪の千歳空港から成田空港、シンガポールを経由して日付が変わる寸前にブルネイ空港に
着くと、遅い時間にもかかわらず笑顔で学生達が出迎えてくれていた。その日から帰りの飛行場ま
でほぼ毎日私たちの実習のサポートをしてくれるのである。
　ブルネイでは初等中等教育から大学教育まで、授業自体がブリティッシュイングリッシュで行わ
れており、若者の多くは母国語であるマレー語の他、美しい英語を完璧に話す。学生達は、アジア
の熱帯雨林の環境を学ぶとともに、英語での会話に大きな刺激を受けることになる。頭の中にはこ
れまで学んだ英単語がうずまくのだが、なかなか自分の意思を会話にすることができない。この体

ブルネイを舞台とする海外実習

森　　　夏　節
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験は彼らが帰国後に本腰を入れて英語を学ぶ大きな動機となっていた。
　実習はブルネイ大学でのマレー語及びマレー文化の講義、水上集落への訪問、油田見学、テング
猿、コウモリ、食虫花などの観察、ゴミ処理施設の訪問と意見交換などがプログラムであった。中
でも水上バスやボートを乗り継いで熱帯雨林奥地にあるブルネイ大学付属熱帯雨林研究施設での研
修プログラムは印象的であった。デジタルサービスが一切届かない木製ロングハウスで数泊し熱帯
地域ならではの環境変化について学んだ。山を歩き川を渡り滝つぼで泳ぎ、夜は鳥や動物の鳴き声
と満天の星空やあるいはスコールで眠りについた。日本では体験できない貴重な時間であった。
　ブルネイで出会った全ての人々は正直で親切で素朴であった。とりわけ私たちがこの４年間お世
話になったブルネイ大学の学生達は一見競争がないような、この豊かな環境の中でも一生懸命に勉
強に取り組んでいた。その真摯な姿が私たちに教えてくれることは大きい。ブルネイ大学と酪農学
園大学とで築いた交流は今後も温めていきたい。
　ブルネイ大学のMinako Keaney先生はじめこれまで長年お世話になった皆様に心からお礼を申
し上げたい。

海外実習が学生に与えたインパクト

公務員の輩出：　　　北海道から沖縄に至る多くの地方自治体へ
大学院進学：　　　　50名を超える地域環境学科卒業生が北大や国内各地の大学院に進学
留学：　　　　　　　オックスフォード大学大学院など
青年海外協力隊参加：ベニン、ベネズエラ、フィリッピン、ネパール、マレーシア、スリランカ
ワーキングホリデープログラム等による渡航：カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等
日本語教育助手：　　南オーストラリア大学
海外ボランティア：　フィリピン
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環境フィールド実習
野幌、滝野・望来の森をフィールドとして（環境フィールド実習）

村　野　紀　雄・宮　木　雅　美・加　藤　　　勲・干　場　敏　博

　2006年〜2011年の夏休み中の５日間、２年生を主対象とする「環境フィールド実習]が開講され
た。実習の場所は第３校舎実験室のほか、2008年までは大学裏実験林、野幌森林公園、滝野スズラ
ン丘陵公園、望来演習林をフィールドとしたが、2010〜2011年は主として望来演習林と野幌森林
公園で行われた。実習内容は空中写真判読の基礎技術、森林の林相・土壌・昆虫・哺乳類・菌類・
植物の観察や調査、森林施業、森林の再生、森林のデザイン、ナイトウｫッチングなどで、フィー
ルドが抱えている特徴や課題に合わせて実施内容が決められた。例えば、野幌では台風跡地の森林
再生事業に協力し、100年前の森林に回復する第一歩となることを念頭にした林分調査と実生種の
移植などが行われ、望来では壮齢となったトドマツ人工林の毎木調査と間伐作業が、また、最高標
高地点を活用する展望広場の整備が森林デザインの視点で取り組まれた。履修者は、2006年：41名、
2007年：27名、2008年：65名、2009年：26名、2010年：24名、2011年：30名　６年間合計213名、
１回当たり35.5名であった。
　スケジュールが過密すぎたなど、種々反省すべきことは多いが、履修者からの以下のコメント（実
習報告から抜粋）のように満足度が高く、この種の実習に飢えていたと思われる。（2006年K.Sさん）：
今回の実習では、３つの森を見ました。日程は結構ハードで、もう少しゆとりを作って、みんなで
意見交換したり、話し合いや振り返りをできたらよかったと思います。プログラムは、夜の森を歩
く機会はなかなかないので、とてもよいものでした。もっと多くの人に、体験してもらいたいと思
います。（2007年S.Tさん）：この５日間ハードで疲れることはありましたが、全ての実習は時間を
忘れるくらい楽しく、自分の中ではいい経験になったと思います。５日間、ありがとうございまし
た。（2008年N.Iさん）：５日間の実習は体力的にきついものでしたが、それにも増して充実してい
ました。ほとんど初めて体験することばかりだったので、毎日がとても新鮮でした。この実習を通
して自分の知識がまだまだ足りないということを認識し、森林や自然環境保全などについての理解
をもっと深めたいと思える貴重な経験ができました。　ほか同様文多数。
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　本実習には特別講師として板垣恒夫（技術士事務所　森林航測）、孫田　敏（株式会社アーク　
森林）、高野文彰（株式会社高野ランドスケープ　森林デザイン）、山下毅樹（ランドスケープアー
キテクト）、安細元啓（北海道野生生物研究所　昆虫）、村野道子（自然観察指導員　植物）、高橋
郁雄（東京大学名誉教授　菌類）、寺澤和彦（道立林業試験場　森林）の各氏に部分参加をいただいた。
また、地域環境保全研究室からサポーターとして毎回３〜５名が参加したほか、2007年には（株）アー
クから４名が森林管理実習に、オックスフォード大学・室蘭工業大学・北海道大学の学生各１名が
森林デザイン実習に参加した。
　なお、入林・宿泊等について、滝野すずらん丘陵公園管理事務所、野幌森林公園事務所（現北海
道開拓記念館）、北海道森林管理局、札幌市青少年山の家、石狩市五の沢ふれあい研修センターに
協力をいただいた。 

アウトドアガイド実習

Sense of wonder＆ordinary　miracle
　この、釧路湿原実習（アウトドアガイド実習）と呼ばれる実習が始まったのは丁度３年前、私は
２年生、第一期生である。そして私にとっては今回二度目の、学科としては最後の釧路湿原実習に
参加した。
　そして、そこで皆と共にする間の心構えとして、講師の安藤さんより言い渡されたことがあった。

「『ホスピタリティ』とは何か？それを考えて皆との４日間を過ごす。」ということである。これが
一番のテーマであった。実際には他にもテーマの中には『自己発見』や裏テーマとして『音楽』な
どもあった。
　望遠スコープから覗いて人間ならば遠くはなれていても気が付くことができないほんの小さな物
音も、遠くからは見えない色も、野生動物に対しては油断のできないものであり緊張を強いるもの
だと知り、それをいかに軽減して人間と野生生物の間を縮めて、その姿を見せてもらうのというテ
クニックを学んだ。
　このようにアウトドア実習の舞台である鶴居村や釧路湿原そして阿寒のある池は何度来ても魅力
的で学んでも尽きない場所である。そして、いつも違う発見や斬新な意見、そして得も言えない感
動がその中から生まれてくる。さらに救急救命の技術なども学ぶことが出来ることなども大きいと
思われる。
　この実習の間私達の周りには常に自然から音が流れていて、途切れることなかった。それは葉っ
ぱにあたる雨の音であり、鳥の声であり、火のはぜる音であり、本当の自分のことを話す人の声で
あり…もちろん合宿所での皆の笑い声もあった。
　雨降る森の中、砂利道とのどかな牛達、人形の家様な家、夜の静寂の中の湖、煌く天の川、闇に
浮かぶ明るい炎。どれをとっても忘れがたく今でもはっきりと追い出せるような出来事である。皆
が新しい自然に出会う度にその目がとても興味深く、そして嬉しそうに輝くのを確かに私は感じた。
自然を感じて発見し愛でる心がとても美しかった。
　自然は美しい。天気雨の夕暮れの湖にかかる大きな虹も、カヌーの上で見た北斗七星も何もかも。
それを感じることができて本当によかった。
　全ての日常の奇跡に感謝！

2009年度釧路湿原実習報告集より抜粋：第９期卒業生三ッ山佳織さん
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　以上、浮き彫りにしたように講義とゼミと学科レベルでの各種実習と卒論指導等々において学科
の教員達は、誠実かつ熱心に学生の指導に従事し、またそれによって学生諸君の自己実現に大きな
貢献をしてきたと判断される。以上の大きな絵の中で捉えた場合、専任教員と嘱託教員の仕事の間
に差は見られないと言って良いであろう。言い換えると嘱託教員は専任教員と同様の仕事を行いつ
つも制度的には、公平でフェアな地位と役割と待遇を与えられていない残念な状況が見られる。学
生への多大な貢献という実態から現状を再考し、実態に適合した教育体制を構築する必要が求めら
れているのではないだろうか。
　前回の2013年の学長選挙を契機に嘱託教員にも参画の道が開かれたことは状況の改善にとって大
きな転機となった。本学のさらなる発展のためにもこの問題への率直で建設的な意見交換と取り組
みを期待するものである。

地域環境学科の学芸員資格取得への取組

村　野　紀　雄

　1999年に本学に自然史にシフトした学芸員資格取得課程が開設され、以後、内外の講師による授
業がはじめられ、2002年度に初めて資格取得者を出し、以来、2013年度まで全学総数で286名の学
生に学芸員資格が得られた。2014年以降には本課程が閉じられるが、2015年までに、獣医学科など
にはなお24名の資格取得見込みがあり、生命環境学科、獣医学科を中心に、資格取得のニーズが今
なお高い。
　開設当時から地域環境学科履修者は、各年度に履修登録の半数以上を占めることが多かったが、
2008年に地域環境学科から自然科学分野の大半が新たに創設された生命環境学科に移管されたこと
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から、生命環境学科からの履修者が多くを占めるようになり、地域環境学科からの履修者は数は減
らしながら毎年履修者を断つことはなかった。
　本過程で地域環境学科教員の担当した科目は、情報を主体とした博物館論Ⅱと博物館学内実習で、
前者は社会とのつながりを重視し、博物館の施設と学芸員、博物館の教育普及活動、エコミュージ
アムの管理運営、博物館の現状と今後の課題、博物館と地域社会、博物館情報の提供と活用などを
内容とし、札幌市博物館活動センターなどの現役の学芸員の方たちの応援をいただいた。後者はイ
ンタープリター能力の養成を目指し、2002年度から夏休み中に集中講義として、野幌森林公園、演
習室、GISルーム、小学校を利用し、自然観察の手法を学びながら実際に児童等を対象に観察指導
を実践するものとした。いずれもハードな授業日程だったが受講者にはおおむね好評だったように
思う。
　学芸員制度の変わり目の時節にあって、地域環境学科の資格取得者たちには博物館に正職員なっ
たという情報はまだないが、公務員、動物園、地域公園、水族館などの正規、臨時の職員になって
学芸員の資格を活かしている様子が時折寄せられる。それぞれの場で、履修したことが少しでも役
立てられるよう祈りたい。

地域環境学科特別講演会の開催

　上記したような、学生諸君の当事者意識や問題意識を広げ深めるために外部から多彩なゲストを
招いて実施する地域環境学科特別講演会が積極的に開催された。なお学科特別講演会の終了後の中
央館８階大会議室での講演者を囲む会には、毎回多数の学生が参加し自由闊達で生産的な意見交換
の場となりました。

1999年７月２日：宇井　純・沖縄大学教授　「現代環境問題の諸相」
1999年12月13日：田坂興亜・国際基督教大学教授　「危機に立つ人間環境」
2000年10月２日：伊藤牧子・生活クラブ生協理事長　「環境の視点から生活を見つめ直す」
2000年11月６日：宮本憲一・大阪市立大学名誉教授　「20世紀の環境問題をふりかえって」
2000年12月８日：長濱　直・日本バイオビレッジ協会会長　「砂漠化防治は植林と貧困対策を─中

国内蒙古ホルチン砂漠での事例から─」
2001年５月15日：小原秀雄・女子栄養大学名誉教授「地球生物圏の沈黙と人間の内なる自然─野生

生物保護の人類史的意義─」
2001年５月30日：堀内紘子・イエズス会難民サービス・カンボジア「地域に貢献するボランティア

に求められれるもの」
2002年６月25日：桑原康生・標茶町「オオカミのネイチャースクール」主宰　「オオカミの目を通

して自然を考える」
2002年11月13日：高橋郁雄・元東京大学富良野演習林講師「北方森林の中の菌類（きのこ）とその

役割」
2002年12月３日：本橋成一・映画監督　「ひとつのいのちはすべてのいのちにつながっている─「ア

レクセイと泉」映画上映会と講演会」
2003年１月20日：鈴木智子・ガイド　「世界遺産インカ帝国マチュピチュ遺跡とアンデスの人々」
2003年７月４日：阿部　治・立教大学教授「世界における環境教育─日本における環境教育との比
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較─」
2003年12月10日：阿部幹雄・写真家、ビデオジャーナリスト　「イトウ最後の聖域宗谷─母なる自

然に学ぶ─」
2004年５月26日：石井　亨・香川県議会議員　「香川県豊島の経験から自治を考える」
2004年９月27日：熊谷秋雄・熊谷産業常務取締役・茅葺師　「今、北上川のめぐみを─「茅文化」

の豊かさを語る」
2004年10月27日：小林淳一・北海道大学薬学部教授　「化学で探る海洋生物からのくすり」
2005年11月25日：玉利和弘・北海道上川高等学校長　「地域に根ざした環境学習の実践」
2006年６月29日：坂元雅行・NPO法人・野生生物保存論研究会（JWCS）事務局長/弁護士
　　　　　　　　「環境政策・環境教育推進におけるNGOの役割─野生生物保全の現場から考える─」
2006年11月28日：綿路昌史・北海道札幌旭が丘高等学校教諭　「ふるさとの自然を守る─地域住民

と連帯する高校生の活動─」
2006年12月６日：安藤　誠・北海道アウトドアガイド　「釧路湿原の人と自然」
2007年７月13日：山本純郎・「原始の森の神“シマフクロウ”─アイヌ民族の至宝─」
2007年７月16日：三浦照男・インド・アラハバード農業大学継続教育学部長
　　　　　　　　「環境保全型農業をもちいたインドに於ける小規模農業のための農村開発」
2008年７月25日：小野木三郎・日本自然保護協会参与　「自然保護の考え方」
2008年12月４日：米山尚子・アデレード大学・アジア研究センター　「日豪関係から見る食と農と

環境の問題」
2009年11月10日：Franz Mellbinデンマーク大使　“よりグリーンな日本へ─より賢く─”
2010年６月23日：笑生十八番・落語家　「江戸に学ぶ環境意識─江戸でエコ！エコが江戸！落語で

知る江戸のエコロジー」
2010年10月19日：高橋郁雄・元東京大学講師・前酪農学園大学講師　「菌類の不思議、生態及び役

割に迫る─北海道で見られるキノコを事例に─」
2011年６月21日：菊地由美・グローバルピースキャンペーン発起人「戦争中毒」監訳者「市民がつ

くる平和な環境」及び會澤　芽美・三線演奏家　「命の海の話─辺野古2005・そ
して今─」

2011年12月９日：岡本光昭・北海道森林組合連合会副会長「森のはたらきとその利用・保全」
2012年12月10日：石　弘之・元東京大学大学院教授　「70億人を超えた世界人口─地球はどうなる」

　2013年11月16日には、後述のように、OG/OB10名そして現役学生２名をパネリストとして招き、
最後の地域環境学科特別講演会が実施されます。

地　域　連　携

押　谷　　　一

　地域環境学科では、研究室毎ではなく学科単位で地域と連携して教育・研究を行ってきた。例え
ば、栗山町とは、河合博司教授のご尽力により2007年２月に地域総合交流協定を締結し、その協定
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にもとづいて毎年、学生自ら調査研究を企画し、３日間程度の合宿調査を実施してきた。これらの
調査では温暖化、環境教育、議会・行政、IT、自然、商業、福祉、水環境などの調査研究内容毎
の班に分かれて、それぞれ地元の人びとや企業、団体等に対するヒアリングなどを行った。また、
調査だけではなく地元の市民団体等とともに子どもたちに対する環境教育を実施するなど地元との
交流にも積極的に取り組んできた。これらの成果は年度末に町民向けに公開の報告会を開催してき
た。このほかにも河合教授は、町の総合計画策定のための調査研究などを受託し、行政に深く携わっ
てこられた。また、押谷も栗山町地球温暖化防止対策策定のための調査を行った。
　このほかにも地元・江別市や財政再建団体となった夕張市の行政、市民、NPOの方々と連携して
地域の諸問題を卒業論文として取り上げて研究を行うなど、さまざまな教育・研究を展開してきた。

酪農学園大学のGIS・リモートセンシング教育・研究の発展

小　川　健　太

　酪農学園大学の教育分野の１つの特徴にGIS教育に力を入れて来たことが挙げられる。本稿では、
GISとそれに密接に関連する技術であるリモートセンシングの教育・研究の展開と発展について触
れたい。
　地域環境学科のカリキュラムでは、２年生前期に全員がGIS基礎実習を同じく２年生後期には、
GIS応用実習を受講することになる。両科目は必修であるから卒業するまでに30コマ分の時間、
GISに触れることになる。地理学専攻のコースであってもこのような多くのコマ数をGISに割いて
いる大学はそう多くないと思われる。コマ数だけでなくソフトウェアを含めた設備も充実している。
地域環境学科に在籍していた金子正美先生がよく発表で使っている資料によれば、酪農学園大学は、
ArcGISのサイトライセンスを全国で４番目に導入した大学である。GIS研究の雄である立命館大
学、慶応大学、東京大学に続いて４番目というのはいかにも早い。なお、ArcGISとは、米国ESRI
社が開発する世界のディファクトスタンダードとなっているGISソフトウェアである。
　その酪農学園大学のGIS教育は地域環境学科でスタートした。それが現在では、大学のいろいろ
な部門に広がっており、著者も獣医学科、酪農学科、生命環境学科などさまざまな分野の教員と共
同研究を進めることになっている。最近は、東日本大震災後、プロジェクトチームを作成して石巻
市を対象とした衛生調査を獣医学科の田村教授をリーダーとして、岩野准教授が実働の中心となり、
調査研究活動を行ってきたが、そのチームに著者も参加した。その活動により得られた知見は、蒔
田准教授が中心となり取りまとめられ、学術論文ⅰとしてまとめられ、石巻市への報告がなされる
など大きな成果が得られた。その中でも調査結果の図化、分析にGISが活用されている。当研究室
にも獣医学科の学生が卒論の相談や書籍を借りるなどの用事で何度か訪れている。
　GISに密接に関連する技術であるリモートセンシングについても酪農学園大学で精力的な研究が
行われている。都市空間研究室を2010年度まで運営してきた山下講師（当時）は、アジアの７都市
３時期土地利用メッシュデータ作成のプロジェクトで20世紀初頭、半ば、2000年ころの３時期につ
いて、東京、大阪、ソウル、台北、マニラ、バンコク、ジャカルタの７都市の官製地図を入手し、
土地利用をGISデータ化するなどの素晴らしい業績を残している。リモートセンシングの分野での
知床半島羅臼岳付近を研究対象地として、最先端の航空機ハイパースペクトルセンサのデータを用
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いた、植生変化の抽出を試みるなどの取り組みを行なってきた。山下先生の後任である私は経済産
業省が2015年度頃の打上げを目指して開発中の衛星搭載ハイパースペクトルセンサⅱ、HISUIの開
発プロジェクトの一員となって、2011年度から現在まで継続して、卒論生らとともにより効率的な
撮影計画を立てるための研究を実施している。
　また、地域環境学科で生まれたGIS教育は大学内にとどまらず、大学外へと波及効果が及んでい
る。この原稿を書いているのは、2013年の暮れであるが、過日2013/12/6〜7の２日間、第９回目
の「GISDay in 北海道 2013ⅲ」が開催された。「GISDay in 北海道」は、酪農学園大学を会場とし
て、毎年開催される、GISユーザのための会合であり、シンポジウム、展示会、講習会などから構
成される。北海道内からの参加者が主であるが、東京からも少なからずの人々が参加する。展示会
も地元のコンサルタントや調査会社から東京の大手企業まで様々な会社が、最新技術を活用したソ
フトウェアから無人飛行ロボット、調査成果の紹介などさまざまな種類の紹介を行う。今年が第９
回ということは、逆算すると、2005年にスタートしたことになる。手元には、2006年のGISDay in 
北海道のレポートがある。この年は「農」がテーマとなっている。今年は「冬」をテーマとして、
昨年はGPSなどの「衛星測位」をテーマとした。テーマを様々に変えながらも継続しており、今
年の参加者は、220名を越えるところとなった。毎回開催される懇親会にも多くの人が参加しており、
北海道におけるGIS関係者が集結する機会としてすっかり定着しており、止めることがあれば関係
者から大いに非難をうけることに（笑）なるだろう。そんなぐらい酪農学園大学は北海道のなかの
GIS分野のコミュニティのハブの役割を受け持っている。
　また、大学の研究成果は国内にとどまらず、海外からも注目されている。2009年には、「海
鳥の油被害予測システム」を評価され、前述のESRI社から金子正美教授らがSAG賞（Special 
Achievement in GIS Award）を受賞した。また、2012年度からスタートしたJICAの「森林リモー
トセンシング研修」では、各国からの研修生を一ヶ月半の長期間に渡り受け入れるコースであり、
今年度（2013年度）は、３コースを開講し、各国から30名以上の研修生を受け入れた。このような
規模で研修生を受け入れている大学は多くないだろう。
　このように地域環境学科から始まったGISの教育・研究は、学科内の活動に留まらず、学科、学
部を越えた教育・研究展開につながり、さらに世界に誇れる研究成果を出すまでに至っている。
2011年に本学科に赴任した私が語るには力不足であれば、GISの教育研究の発展の一端を感じてい
ただけると幸いである。

ⅰKohei Makita, Kazuto Inoshita, Taishi Kayano, Kei Uenoyama, Katsuro Hagiwara, Mitsuhiko 
Asakawa, Kenta Ogawa, Shin’ya Kawamura, Jun Noda, Koichiro Sera, Hitoshi Sasaki, Nobutake 
Nakatani, Hidetoshi Higuchi, Naohito Ishikawa, Hidetomo Iwano, Yutaka Tamura, Temporal 
dynamics in environmental health risks and socio-psychological status in areas affected by the 
2011 tsunami in Ishinomaki, Japan, Environment and Pollution, 3(1), 1-20, 2014.
ⅱ一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 ハイパープロジェクトのホームページhttp://www.
jspacesystems.or.jp/ersdac/HYPER/index.html
ⅲ 「GIS Day in 北海道 2013」のホームページhttps://www.rakuno.ac.jp/dep25/gisday2013/
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山下亜紀郎先生からのメッセージ

　私は大学で地理学を専攻していましたが、「地域の環境を科学する」というのはまさに地理学だ、
と思いながらこの学科に着任したのを覚えています。そういうこともあり、私はGISを授業で教え
ながらも、専門演習のゼミでは地理学的研究で卒業論文を書くための指導を心がけていました。具
体的には、教室での統計データやGISを用いた解析だけでなく、フィールドワークを重視し現場か
ら多くを学び取ること、自然の営みと人間の営みの関係に着目して地域を考察することなどを重視
しました。このような地理学的な研究アプローチや着眼点というのは、酪農学園大学の建学理念で
ある「健土健民」にも通じるものと考えています。したがって「地域の環境を科学する学科」が積
み上げてきた教育と研究の実績は、今後の酪農学園大学の教育・研究にも十分に活かされなくては
ならないと確信しています。
　私の研究成果として知床の話が出ておりますが、これは吉田剛司先生のおまけみたいなもので（そ
れはそれで原稿で触れていただいても構いませんが）、私自身としては、EnVisionの阿部さん（本
学科OG）たちとやった、アジアの７都市３時期土地利用メッシュデータ作成のプロジェクトが一
番大きな仕事だったかなと思います。
　これは京都の地球研のプロジェクトの一環としてやったもので、20世紀初頭、半ば、2000年ころ
の３時期について、東京、大阪、ソウル、台北、マニラ、バンコク、ジャカルタの７都市の官製地
図を入手し、土地利用をGISデータ化したものです。ものすご〜くニッチとはいえ、たぶん世界で
唯一のデータと思います。データは地球研で公開されていて、いろんな分野の研究者たちに使われ
ています。先日も酪農大の獣医学部（疫学研究室）の学生から研究で使いたいと問い合わせがあっ
て、データを提供したところです。

　その他、気づいた点ですが、GISDAYの１回目は2005年です。以来毎年１回開催して2013年で
９回目です。
　あと余談かもしれませんが、地域環境学科的には、私は金子先生の後任ということになりますが、
金子先生の前任者という方もいらっしゃいます。インド人（だったと思います）のティルムルティ
さん（フルネームは知りません）という方です（すでに故人と聞いております）。

地域環境学科を教育行政学の視点から考える

教育学研究室　安　宅　仁　人

「環境教育」学研究の固有の困難性

　筆者は、2008年に地域環境学科の教育学研究室の担当教員（助教）として赴任し、地域環境学科
の教育と全学の教職課程の教育とにあたった。筆者は、地域環境学科の専門科目の講義を担当する
ことはなかったが、基礎演習Ⅰならびに基礎演習Ⅱの一部を担当するとともに、10期生のみを対象
として専門演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲならびに卒業論文を担当した。
　筆者が赴任する以前の研究室の名称は「環境教育学研究室」であった。赴任当初、地域環境学科
内で教育学を担う筆者の研究室の名称も環境教育の名を冠すべきであると考えたが、以下の理由に
より研究対象として「環境教育」を据えることの難しさを覚え、教育学研究室の名称とすることと
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した。
　一般に、農学教育や工学・技術者教育、商業教育などの教育分野は特定の産業を担う人材育成を
目的とした産業教育あるいは職業教育として位置づけられ、それゆえ教育の目標、教育方法、評価
法については基準化・標準化されてきたところが大きい（たとえば、技術者教育の国際基準を定め
たJABEE〔日本技術者教育認定機構〕の取り組みなどがそれにあたろう）。その結果、農学、工学、
商業などの産業教育は、教育目標という普遍的な側面と、人材養成という具体的な側面とが、整合
性と一体性を有しながら展開されてきたといえる。
　一方、「環境教育」についてはその構造上、農学、工学などの分野と比べて教育目標と人材養成
との間の整合性が比較的弱くならざるを得ない。その理由は、環境教育が持つ固有の多様性、多義
性に起因しているものと考えられる。環境教育については、環境の理解を深める教育、環境を用い
た体験的学習、そして環境産業にかかわる職業人の養成あるいは持続可能な社会の担い手の育成と
いった、いわば「環境の、環境による、環境のための教育」という３つの側面が存在している。よ
り具体的には、環境教育と呼ばれるものの多くは、地球規模の気候変動やエネルギー問題等に関す
る知識を獲得したり自然保護の重要性を啓発する環境についての理解を深めるための教育（環境の
教育）や、野外フィールドの中で自然体験を行うなかで行われる教育（環境による教育）が中心的
に実践されてきた。
　しかし、環境教育の３つ目の側面である「環境のための教育」、特に環境産業の担い手のための教
育（人材養成）については、たとえば環境関連資格の多くが環境省、国土交通省、農林水産省、文
部科学省など複数の省庁の手によって管轄されてきたことに示されているように、環境に関わる人材
養成は多元的かつ縦割りのシステムの中で展開されてきた。こうした環境教育に関わる主体の多元
性は、環境教育の実践の多面性、多様性、多義性を担保することにつながった反面、産業教育の担
い手を養成するという点で多くの課題を内包する結果となったと同時に、学問としての環境教育学
の射程を広げることとなり、研究課題の設定をより難しいものにする一因となっていると考えられる。

環境学と教育学との関連性

　ここで、環境の２文字を除いた「教育学」と「環境学」との関係とを再検討してみたい。環境学
と教育学とは一見すると疎遠なものに思われるかもしれない。だが、そもそも教育とは特定あるい
は非特定の環境を通じて人々の成長を支援する営みを意味する。すなわち、環境を社会科学的に捉
えるならば、教育と環境とが密接な関係にあることは論を待たない。
　また、人間は環境から影響を受けるだけではない。『経験と教育』や『民主主義と教育』を著し
たデューイが、民主的な社会の担い手の育成を教育に期待したのは、教育を通じて、環境としての
社会を積極的に変革していくことのできる有為な人材を養成しようとしたからにほかならない。そ
の意味で教育は、学習者である個人（特殊）と環境（普遍）とを媒介する装置として位置づけるこ
とができる。
　ところで、筆者の専門である教育行政学は、日本国憲法第26条に定められた教育を受ける権利や、
憲法第13条に定められた幸福追求権を根拠にしながら、教育と学習のための条件──すなわち教育
の環境──を整備することを目的とする学問領域である。特に、教育行政学研究は、教育委員会や
学校、社会教育団体など、地方自治体レベルで展開される教育に焦点を当てながら、人間個人の発
達だけでなく地域の発展の条件を明らかにすることが常に求められる領域である。これは、「共生
と循環をキーに自然との共生度の高い健康で健全な地域づくりを目指し（地域環境学科HPより）」
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た地域環境学科の教育理念と合致するところが大きい。
　あらためて振り返ると、教育学研究室は研究室の看板に「環境」の２文字を掲げていないとはい
え、結果として地域環境学科の教育・研究理念に沿いながら研究室活動を展開できたのではないか
と考えている。

教育学研究室所属の学生による卒業論文のテーマ

　おわりに、教育学研究室で研究を進めた第10期生たちの卒業論文のテーマを記載し、本研究室の
活動報告に代えさせて頂く。

天崎健治：児童虐待における要保護児童対策地域協議会のあり方について─地域連携と共同設置に
よる可能性─
井口　啓：1970年以降の日本経済と雇用慣行の変遷と職業に対する社会的認識の関係性についての
研究
伊藤友香子：大学院における教員のリカレント教育について─教育現場で教員に求められている
力、今後の活用の仕方とは─
内田健介：学校内外の連携から展開される環境教育─コーディネーターの役割について─
北島　龍：いじめ対策における子どもたちの社会性育成の重要性について─いじめ対策における心
のあり方─
塩地ひろ美：「安心できる場所」としての家族環境のあり方　─気分障害と家族環境の「自己表現」─

地域環境学科に学んで

地域環境保全学研究室　宮　木　雅　美

　地域環境学科に赴任して５年、私も、学生さんと共に学科では多くのことを学びました。私は自
然科学が専門なので、とくに社会科学を専門としている先生方やゼミ生との交流は有意義なもので
した。例えば；
ゼミ研修旅行で、阿寒湖のほとりにある前田一歩園財団の森を訪れたことがあります。この森では、
森林を保全し、シカを守るための努力が続けられています。この北海道有数の美林は、「原生林」
ではなく、乱伐された森から、人の手によって再生されたものです。では、なぜこのような豊かな
森が再生されることになったのか、地方自治研究室ゼミの細川しおりさんは、その背景として、次
のようなことを教えてくれました。前田家の園主が３代にわたって、自然保護思想に立脚した観光
開発をめざしたこと。「前田家の財産はすべて公共の財産とする」という家訓にもとづき、アイヌ
の人たちをはじめ地域の人々の生活を豊かにするために森林管理がすすめられたこと。その結果、

「原生林」といってよい豊かな森が育まれたのです。
　また、地方自治研究室の河合先生からは、夕張岳の観光開発問題についてお話を伺ったことがあ
ります。地元での自然保護運動を評価し、不安定な外部の観光産業に依存するのではなく、地域住
民を中心とした持続的な自然の利用が大切だという内容だったと思います。自然保護と地域の自治
が切り離せない課題であることを教わることができました。
　開発による環境の影響を評価し具体的な保全策を実行するには、法制上の課題や各方面の合意形
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成など社会科学的な分析や対応も不可欠です。法や条例の規制が不備なために環境を守ることがで
きない場合、過去の事例や判例なども参考にして、より良い保全策を検討する必要があります。こ
のような問題に明快に解決の方向を示されたのが、環境法研究室の遠井先生でした。
　環境を保全するには、社会科学的な調査研究や人材の育成が欠かせません。今後もますます重要
となるでしょう。しかし一方で、地域環境学科では、自然科学分野の基本的な実験設備を整えるこ
とができないなどの制約があり、教育研究を進める上で支障をきたしたことも少なくありませんで
した。学科の設立理念として学際的な「文理融合」が標榜されたのですが、学科としてこれをめざ
すには組織が小さすぎたのかもしれません。今回の改革は、自然科学分野の充実を図る上で大きな
前進でした。さらに今後は、環境保全の分野においても人文・社会科学の専門教育の充実が求めら
れていると思います。

奥尻合宿調査ゼミ　

元地域環境保全研究室教授　村　野　紀　雄

　地域環境学科開設３年目から各研究室でゼミ活動が始まったが、それまで、地域環境保全研究室
ではアドバイザリ（２年生まで）合宿研修が1999・2000年に大雪山で、2001年には利尻島で、地域
の優れた自然に触れることを目的として実施された。
　2002年からは、自然調査の手法を学びつつ、実際に調査を行って、その結果が地域づくりの資料
として役立てられることを目標にして、2008年度まで奥尻島で、また、2008年春には父島で合宿調
査ゼミが行われた。このうち、奥尻島の合宿調査ゼミを振り返ってみる。
　合宿は事前の準備として、参加者それぞれが自分の抱いている卒論分野に関連づけて、奥尻島で
のテーマを掲げて調査実施計画を立て、フィールドでの参加者同士の行動調整を行なったうえで実
施された。なお、参加学生はゼミ３年生を主にし、ゼミ４年生およびアドヴァイザリーの１・２生
も希望により受け入れられた。
　宿泊には、復興支援来島者などのために建築されていた「風地庵」を、オーナーの工藤　実さん
のご好意でいつも利用させていただき、参加者全員がシュラフや毛布で、女子は二階フロア、男子
は一階フロアで雑魚寝をし、炊飯は、食材のほとんどを江別から持ち込み、ときに山菜や魚を奥尻
のフィールドで入手するなどして、全員が当番制で行った。移動には基本的には教員運転のレンタ
カーが使われ、参加者の多いときには江別・瀬棚間で、バスも併用された。
　奥尻合宿は７年間で計14回行われ、１回当たり３〜７日間、延べ71日間（移動日含む）、１回当
たり参加者３〜20名、延べ156名が参加（教員等含む）し、特に最終回には３人のOBがサポーター
として参加した。なお大雪山・利尻島・小笠原を含む1999年〜2008年度、10年間での合宿回数は18回、
延べ参加数延べ198名となる。
　実施された調査は、植物（復興の森・航空自衛隊基地内・大岩生川流域・青苗川流域・島北部海岸線・
神威山周辺・赤石地区・藻内川奥などのフロラ、林相、島南端部湿地のフロラ、ラン類相、ササ属相、
全島のブナ林分布、空中花粉、湿地おける地中埋蔵花粉、奥尻の有毒植物、春期・夏期におけるの
キノコ相など）、動物（コウモリ類の生息状況（聴き取り、捕獲、塒調査）、タヌキの生息・ロード
キル状況、航空自衛隊敷地内・風地案周辺のネズミ相、ハクビシンの生息状況、かたつむり類の生
息状況、ツバメ生息状況、大岩生川の魚類、奥尻の河川におけるルリヨシノボリ・ミミズハゼ、底
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生魚類の生息状況、カワヤツメの生息状況、アメマス等の生息状況、ザリガニの生息状況、クワガ
タ類の生息、ブナ林害虫、青苗川のトンボ類など）のほか、河川環境（青苗川河川環境、青苗川に
おける護岸工事状況など）、島外縁一周船からの景観探索、ユニバーサルデザイン調査など多肢に
わたり、その結果がそれぞれの年度に報告書にまとめられた。
　奥尻の合宿ゼミは参加者にとって、早朝から夜遅くまで、作業やディスカッションをしながらのエ
キサイティングな共同生活であったが、７年の間、ハードなスケジュールの中で事故やトラブルもな
く過ごせたのは幸運に恵まれたためと思われる。得られた経験やそれぞれの絆は、その後の行動に
役立てられていると思われる。報告書としてその都度、奥尻町役場などに届けられたが、奥尻町に
役立っているとの情報はあまりなかった。報告の多くが活用されるような内容になっていなかったた
めであろう。しかし、調査の内容のいくつかはその後の卒論や学会誌に結実されており、フロラやコ
ウモリ､ ハクビシンの生息状況、震災がツバメの生息に影響を及ぼしていることなど貴重なデータ
がこれからでもまとめなおして公表される必要がある。また地域の人たちとの交流も、役場などの人
たちとゼミ生たちとのGIS勉強会（講師板垣先生）が開かれただけであり、もっと地域の人たちと触
れ合う分野のテーマを設けるべきだったと思われる。それには、この合宿ゼミが一つの研究室だけ
ではなく、社会、文化分野の研究室も巻き込んで行われるべきだったようにも思われる。
　奥尻合宿ゼミが始められた2002年は、奥尻町島が1993年の北海道南西沖地震大災害（死者・行方
不明者だけでも230人）にあってから10年目にあたり、復興事業により護岸や市街の復旧が進み、
島の日常は落ち着きを取り戻したように見えていたが、人口が震災直後の4,700人から3,400人に減
少しており、現地調査中にも生活道具がそのまま残された廃屋などを目にしたりすることもあった。
　それから10年後の2011年に東北震災が起きて、奥尻の復興は先進事例として脚光を浴びているが、
その後の人口が減り続けており、2009年で人口は3,316と記録されている。合宿ゼミでは、奥尻町
がブナ林を主体とする素晴らしい森の島であることが繰り返し確認されている。観光や暮らしの活
性化の素材は海辺ばかりではなく、島の豊かなブナ林にもあるように思われる。
　本ゼミの実施を容認して下さった学科、実施にあたって、協力をいただいた次の方々に深く感謝
したい。
　環境省北海道事務所、北海道自然環境課（現生物多様性課）、北海道森林管理局檜山森林管理署
奥尻森林事務所、北海道桧山支庁、奥尻町役場、航空自衛隊奥尻島分屯基地、奥尻高校、奥尻小学
校、宮津小学校、青苗小学校、青苗中学校、株式会社工藤組町民の方々。

OAシステム研究室を振り返って

ＯＡシステム研究室　森　　　夏　節

　この研究室名OAはOffice Automationの頭文字をとったもので、短期大学経営情報学科で初めて
研究室を持たせていただいたときに、すでに用意されていた名称である。社会活動にパーソナルコ
ンピュータが大きく関わりだした1990年代後半であった。コンピュータの専門家を広く養成するとい
う文部科学省の方針はあっという間に、コンピュータユーザの育成に方向転換した。それほどコン
ピュータのパーソナルユース化が進みその速度に社会のシステムが後追いする形となっていた。
　このような時代にあって情報処理技術の習得は大学での勉学や研究を進める上でもまた、社会人
となって仕事をする上でも重要視され、いかに効率的に情報処理技術を習得するかが当初の研究室
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の課題となった。やがて、一般的な情報処理技術はコンピュータリテラシと呼ばれるほどになり、
その習得そのものを目的とするのではなく、習得した技術や知識を問題解決のためにいかに活用で
きる人材を育成するかと、シフトしていくことになった。
　しかし、環境に配慮した社会の実現に向けたアプローチという地域環境学科の方向性の中で、ど
のように研究室の活動を重ね合わせるかという苦心が最初は小さく、やがて大きな塊となってわが
研究室の空を覆うことになっていった。
　その結果、こんな答えにたどり着くことができた。
　ITは持続可能な社会の構築のために貢献している事は万人が認めるところであるが、その一方
でITの進展によって環境負荷を増大させている側面も併せ持つ。そこに注目し、課題解決を探求
しようという視点であった。例えばコンピュータのリサイクルシステムの不備による廃棄物の増加、
電磁波による健康被害、デジタルディバイドの発生要因、デジタルゲームに心を奪われる若者など
課題は次々と見つかり、卒業論文などにまとめることができた。また、「ITと環境問題」というユニー
クな授業として結実することもできた。
　このことも振り返らなければならない。2007年、ゼミ生からの「韓国に行ってみたい」という一
言に背中を押され、アジアに出かけるようになったことである。
　「地域環境」、その意味する「地域」とは江別であり、北海道であり、日本であり、アジアでもあ
る、という学科の広い視野の中で、ネットタイガーと言われるアジアのIT化が進む地域で現地調
査や見学や地元の大学生との交流を行うようになった。これは学生達が卒業する時に必ず大学時代
の一番の思い出となったと言ってくれている。
　2014年３月にOAシステム研究室の最後の学生が巣立っていく。その責任の重さを遅ればせなが
ら感じているところである。フィールド情報学研究室とプレートが付けかわるが、OAシステム研
究室の発展系として続いていくのである。

身体環境学研究室

牧　原　　　統

　研究室は前任の村木茂明教授（2006年３月退官）から牧原統（2006年４月着任）が受け継ぎ現在
に至ります。私は、1979年４月から当時の一般教養の体育科目の非常勤講師として、酪農学園大学、

〔沖縄研修　ジンベイザメとダイビング〕 〔小樽塩谷〜オタモイ海岸
シーカヤックにて　海の生物、鳥類の調査研修〕
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同短期大学（1985年北海道文理科短期大学）、1998年環境システム学部経営環境学科・地域環境学
科の学部学科学生達の授業を担当しました。それぞれの時期の学部学科教育と学生気質の特徴があ
り、懐かしさを感じます。今年度をもって閉じる地域環境学科は、2004年まで２学科、2005年から
は経営環境学科が閉じ、地域環境学科、環境マネージメント学科・生命環境学科の３学科となり、
人文、社会、自然と各分野に専門的であり、かつ総合的な教育展開になってきました。その教育展
開の１研究室として身体環境学は、「健康」をテーマに人の積極的な健康づくりと地域社会での自
然環境諸問題について研究活動を行って来ました。最近は積極的な身体活動の実践や人の健康調査
のほか、特に海洋および海岸部の環境保全状況と諸問題についての実地調査するため、海洋、海岸
部での基礎知識、応用知識および安全かつゼミ調査技術の向上を図るべき研修を実施しています。

岩井研究室報告

岩　井　　　洋

ゼミ紹介：環境文化論　教員名：岩井　洋　所在場所：中央館８階
［専門演習の紹介］
目標：「環境保全の歴史と心」の研究
　自然と人間の関係を、文学・環境倫理・環境教育・歴史・哲学・思想史を介し歴史的未来的に考

（釧路湿原） （花巻の宮澤賢治記念館）

（ゼミ室にて） （盛岡の小岩井農場にて）
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察し、地域風土に調和した文化を創造する。
教員が現在力を注いでいるテーマ：①日本的自然観の歴史的分析−国木田独歩・宮澤賢治を中心と
して−②日本的自然観とドイツ・ヨーロッパ的自然観の比較・考察③環境倫理思想の時代的発展④
中世と近代の境としての産業革命

［教育活動の計画］
　環境文化論という、人間の精神と自然との有機的関係を分析し考察する総合的学問の見地から、

「環境を心と身体で体験し考察する」をテーマとする。
専門演習の構成：①毎回２名の学生による自主的テーマにもとづく発表②教員（岩井）によるテー
マ発表：自然観研究／風景論／ドイツ環境保全問題等

地球球体の有限性の認識

初代環境システム学部長　太　田　一　男

　酪農学園は、「三愛精神」「健土健民」「循環農法」を建学の理念として、人材の育成に励み、窮
乏の底に沈む日本の再興に、貢献してきた。
　日本農村・農業の近代化に際しては、「無知からの解放」を課題として、近代の資本制商品生産
社会関係の一般化の中で、各人の人格を重んじ、「確立した個の自主性」の上に立って、地域住民
の自治を担う主体の育成に努めてきた。
　時代の変化は著しく、「高度に発達した科学技術を組織してほぼ全てのものを工業制商品として
生産する社会関係」が急速に広がり、あらゆる分野で、「グローバル化」の進む時代状況の中で、「科
学の在り方」を基本から検討することが求められているとの観点から、「地球球体の有限性の認識」
に立って、「環境科学」の確立を課題として、「環境システム学部」は生み出された。
　近代の「向追利主義的合理性」の観点に立つのではなく、「向循環・環境保全・持続可能性的合理性」
の価値判断基準に立って、学の確立を課題とすることとした。
　学園に許されていた諸条件は厳しく、生み出されたものは、理念に比して虚弱なものであったが、
日本社会は、全体としては速い反応を示し、様々な角度から環境の課題に取り組む大学を輩出した。
その結果、学生募集の点で、酪農学園大学の「環境システム学部」の存続を危うくする事態にまで、
来ているようであるが、学部が目指す「地球球体の有限性の認識」に立つ21世紀の学的課題の取り
組みは、確かなものとなってきている。
　近代文明が、「資本制商品生産社会」関係の一般化の中で、主権国家を核として、「浪費を浪費と
考えず、経済の発展」として科学してきたのに対し、これからの時代は、「地球球体の有限性の認識」
に立って科学し、「浪費を慎み・足るを知る」文明の確立を課題として営まれる科学の課題が求め
られていることは確かである。

地域環境学科からのメッセージ

元地域環境保全学研究室教授　村　野　紀　雄

　地域環境学科は、酪農学園大学キリスト教に立ちながら、地域という現実の社会と風土のなかで、
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その環境と人に関る知見を人文・社会科学、自然科学の領域にまたがって獲得し、行動できる人材
を育てようとしてきた。いま、卒業生たちはそれぞれ、国内外の会社、NPO、自営、公務、教職
などに拡がり、社会の中堅を担い始めている。これからそれぞれの場所で必ずや輝きを増していく
に違いない。
　また、近年の動きの激しい社会にあって、居場所を固めるのに悩む卒業生も少なくない。学生時
代の夢と元気を忘れずに頑張ってとエールを送りたい。
　学科は閉鎖されるが、学科の理念と卒業生たちへのフォロウが新しい学群に引き継がれ、また、
卒業生たちがこれまで以上に酪農学園大学に連携し、それぞれの場から新学群の教員、後輩たちを
も支援していけるように、祈りたい。

地域環境学科と地理学

元都市空間情報学研究室　山　下　亜紀郎

　私は大学で地理学を専攻していましたが、「地域の環境を科学する」というのはまさに地理学だ、
と思いながらこの学科に着任したのを覚えています。そういうこともあり、私はGISを授業で教え
ながらも、専門演習のゼミでは地理学的研究で卒業論文を書くための指導を心がけていました。具
体的には、教室での統計データやGISを用いた解析だけでなく、フィールドワークを重視し現場か
ら多くを学び取ること、自然の営みと人間の営みの関係に着目して地域を考察することなどを重視
しました。このような地理学的な研究アプローチや着眼点というのは、酪農学園大学の建学理念で
ある「健土健民」にも通じるものと考えています。したがって「地域の環境を科学する学科」が積
み上げてきた教育と研究の実績は、今後の酪農学園大学の教育・研究にも十分に活かされなくては
ならないと確信しています。

キリスト教学研究室の記録

キリスト教学研究室　藤　井　　　創

　2008年度に就任し、前任者の山口博先生からキリスト教学研究室を引き継いで６年間が過ぎまし
た。以下、毎年発行してきたゼミ報告書の「ハジ書き」から、ゼミ活動の一端を紹介させていただ
きたいと思います。地域環境学科の自由で柔軟性のある環境の中、学生たちと楽しく活動できたこ
とを感謝いたします。

2008年度：The Philippines Tenへの期待
　本学に赴任して初めての専門演習に10人の学生たちが集まった。キリスト教学研究室は、平和学
でいう「消極的平和」（戦争の不在）と「積極的平和」（社会正義の実現と人権擁護の拡大）を視野
に、学生たちと共にアジアに出かけ、そこでの出会いや経験を基に学生たちが自由な発想で研究課
題を見つけ、それを深めていく手助けをしていくことを目標に掲げている。
　春先、夏のスタディツアーの行き先を学生たちと話し合った。沖縄、韓国、フィリピン、タイ─
─わたし自身がある程度の経験をもって学生たちを連れて行ける地域だ。この４カ所の中から学生
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たちはフィリピンを選んだ。The Philippines Tenの誕生である。
　それ以来、ゼミではフィリピンに関する様々な学びを行った。学生ひとりひとりが関心をもった
フィリピンの問題を調べ、発表する中から、現地でのエクスポージャーの内容を固めていった。開
発（日本のODA）の問題、セックス産業・買春の問題、海外出稼ぎ労働者の問題、こどもと教育
の問題、戦争の問題、日本軍性奴隷（従軍慰安婦）の問題、貧困とゴミの問題などへの関心が示さ
れ、ある程度目鼻がついてきたところで、日本キリスト教協議会フィリピン委員会の阿蘇敏文さん
に相談した。彼はわたしが初めてフィリピンを訪ねたスタディツアーの引率者で、その後もフィリ
ピン関連のことではしばしばお世話になっていた。
　阿蘇さんは、わたしたちのゼミの意図とエクスポージャーの内容についての希望を聞くと、快く
協力してくださり、すぐにフィリピン現地のNGOグループAnakabayan と連絡を取ってくれた。
こうして、現地と何度かのメールでのやり取りを通して、今回のプログラムが出来上がっていった。
準備の段階では、四宮浩監督の「神の子たち」を観て、貧困とスカベンジャーの現実を学び、ドキュ
メンタリーを使ってサンロケダムやパンパンガの開発問題を考えた。また、阿蘇さんが７月末に北
海道を訪問した際に、ゼミに来て話しをしてくださった。こうして充分ではないものの、少しづつ
準備を積み重ね、８月末のツアーを迎えることとなった。
　ルソン島のマニラ、ケソンを中心とした今回のツアーでは、「フィリピン・タイム」に身を任せ
ながら、実に密度の濃い一週間を過ごした。Anakabayanの一員である若きフランセスが毎日わた
したちの案内役として同行してくれた。ジプニーでのハードな移動、食べ物や水の問題などが心配
されたが、少し不調で休んでいた学生がいたものの、みな元気でなんとかツアーを乗り切ることが
できたことは感謝にたえない。
　エクスポージャーの詳細については、学生たちがまとめたこの後の報告に譲るが、今回のツアー
全体のイメージは以下のようになるのではないかと思う。

【開発に始まる貧困のサイクル】
　日本のODAや巨大企業ビジネスがフィリピン各地に大規模に展開する……
→広大な規模で地域住民の生活の場が根こそぎ奪われる。
→住民がマニラなど大都市に仕事を求めて移動する。
→都市部にスラムができ、スカベンジャーが生まれる。
→この過程で、強いられた形で麻薬や買春（Sex Trade）の問題が生まれる。
→日本人男性がフィリピンのセックス産業（買春）に吸い寄せられる。
→海外出稼ぎ労働者が生まれる。
→日本（札幌にも）にフィリピン人労働者が存在するようになる。
→海外のフィリピン人労働者の苦難とフィリピンにいる家族の崩壊。
→日比新生児が生まれ、放置される……

　わたしたちがエクスポージャーで訪れた諸現場、そこにある問題はそれぞれ異なるように見える
が、それらが「日本との関わり」という一本の太い線で繋がっていることに学生たちは気づかされ
たのではないかと思う。日本に住む人間として、これらの問題にどう向き合っていけばよいのかと
自問させられたに違いない。
　阿蘇さんがゼミに来てくれた時、一本の自主制作のフィルム（キリスト教学研究室に保管）を見
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せてくださった。それを制作したのは青山学院大学の卒業生、神　直子さん。彼女は学生時代に阿
蘇さんと一緒に行ったフィリピンツアーで「戦時中、家族を日本軍に殺された人」の生々しい証言
を聞き、大きな衝撃を受けて帰国した。その後、自分にできることは何かを考え、やがて、フィリ
ピンで殺人やレイプを犯した元日本軍兵士たちとコンタクトを取り、インタビューし、その懺悔の
言葉を引き出す短いドキュメンタリーを自主制作したものだった。
　フィリピンの現実を目撃し、帰国後、その経験を風化させず、自分の問題として受け取り、具体
的なアクションを起こしていった神直子さんの姿は、帰国したThe Phillipines Tenにとって刺激
的なモデルであろう。彼らは神直子さんと同じように、フィリピンで様々な問題を目撃し、多くの
人たちと出会ったが、それをどのように消化し、自分たちの生き方の中に反映させ、具体的なアク
ションへと結実させていくことができるか、期待をもって見守っているところである。
　最後に、現地でお世話してくださったフランセスとケンたちAnakabayanのみなさん、訪れた各
地でわたしたちを暖かく受け入れてくださった諸団体、わたしたちのインタビューに快く答えてく
ださった人たち、現地で素敵な出会いを与えてくれた「飛んでけ車いす」、それぞれの現場と連絡
を取ってプログラムを組み立ててくださった阿蘇さんと友人のセサール、そして、ノマドの藤崎さ
んに記して心からの感謝を申し上げたい。

2009年度 The Philippines Tenの「その後」とThe Taiwan Sixの「行方」
The Philippines Ten その後

　昨年スタートしたキリスト教学研究室のゼミでは、平和学のいう「消極的平和」（戦争の不在）と「積
極的平和」（構造的暴力の不在）の双方への視野を拡げる取り組みを目指し、その柱にアジアとの
直接的な関わりを据えた。昨年、フィリピンに赴いたThe Philippines Tenは、後期に報告書にま
とめ、新たな春を迎えた。
　新学期が始まり、彼らは、フィリピンツアー報告書にまとめた内容の中から、具体的なアクショ
ンを起こす段階に入った。「日本との関わり・自分との関わり」に引き寄せて彼らが的を絞ったのは、
慰安婦問題と日比新生児問題だった。
　日本軍によって筆舌に尽くせぬ性暴力の苦しみを受けた老婦人たちの叫びは、学生たちにダイレ
クトに伝わったと思う。慰安婦問題は、2007年７月、アメリカ下院議会が「日本軍が女性を強制的
に性奴隷にしたことを公式に認め、謝罪するよう日本政府に求める決議」を全会一致で採択したこ
とをきっかけに、オランダ、カナダ、EU議会でも同種の決議が採択された。これを受けて、日本
国内では、それぞれの地域の市民が地方議会に働きかけ、地方議会が同種の「意見書」を国に対し
て提出していく流れができつつある。札幌市では、昨秋、その意見書が採択されたが、本学のある
江別市はまだだ。The Philippines Tenは、学内では６月初旬に押谷ゼミの学生たちと共催で「学
生フォーラム」を開催し、学生たちに広く慰安婦問題を知らせ、署名活動を展開しつつ、学外では
江別市議会が意見書を採択するよう働きかけを始めた。しかし、今年度の江別市議会では意見書が
採択されるには至らず、今後も継続的な活動が期待される。新しくゼミに入った３年生たちも、４
年生たちとこの課題に向き合い、11月には札幌YWCAで独自のプレゼンテーションを行った。
　日比新生児問題は、支援団体「マリガヤハウス」と協力し、推定10万人いるといわれる「日本人
の父から認知されないこどもたち」を支援するため、こども服、学用品などの献品を呼びかける活
動を開始した。この活動はすぐに北海道新聞に取り上げられ、その後、研究室には市民の方々から
百件近い問い合わせの電話が入り、続々と寄付の品が届けられている。いただいたものの中から厳
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選し、フィリピンへと送付し、新生児のこどもたちのクリスマス・プレゼントとして活用させてい
ただいた。また、男性用や冬物の衣類は、「北海道の労働と福祉を考える会」の炊き出しに参加した際、
札幌の野宿生活者たちに提供した。この活動は今後も継続されていく予定である。
　このようにして、研究室の活動「ミルキーウェイ」が社会に知られることとなり、札幌大学の講
座に招かれたり、札幌のFMラジオ局から出演依頼を受けるなど、学生たちの経験や活動内容が認
知されていった。また、様々な機会を積極的に捉え、とわの森三愛高校の体験学習（フィリピン報
告）や札幌東高校の環境講座（原発）、札幌YWCA（慰安婦問題）でのプレゼンテーションを行う
など、学生たちの活動の場がどんどん拡がっている。４年生がリーダーシップを取って、新しくゼ
ミに入った３年生も巻き込み、縦の繋がりを大切にしながら、ひとつのダイナミックな共同作業が
生まれつつあることは喜ばしいことである。

Taiwan Sixの行方
　今夏、The Taiwan Six（ゼミの３年生４人と２年生２人）と共に台湾のエクスポージャーを行なっ
た。この研修の主な目的は、第一に、日本との関わりのある台湾の歴史、特に台湾の慰安婦の方々
の調査、第二に、原発・核廃棄物の問題、特に日本企業による原発輸出の調査、第三は、台湾の「原
住民」の人たちとの交流を通じてのマイノリティ研究、に大別されるだろう。
　台北周辺では、日本キリスト教団牧師で台湾派遣宣教師のうすきみどり牧師と教会の方々のお世
話になった。慰安婦の支援団体を訪ね、台湾の慰安婦の実態を学んだ。フィリピンの時のように、
実際に被害に遭われたアマたちに会うことはできなかったが、会えなかったことで、かえって、ア
マたちが老齢で健康状態が悪いこと、また、被害の体験を他者に語ることが精神的にどんなに苦し
く、困難なことかを実感する機会となった。
　228記念館と林義男記念館では、台湾の民主化実現のために命を懸けて労苦してきた人々の生き
様を学ぶことができた。1980年代まで続く戒厳令の時代に身体を張って民主化を訴えてきた多くの
人々の苦難の血の上に、現在の台湾が立っていることを知り、台湾民衆の勇気と良心に敬意を覚え
た。台湾、特に台北は“親日”の社会であることを実感したが、それは、50年に及ぶ日本植民地時
代を忘れさせるほどの、国民党の圧政があったからであり、日本の行った負の遺産を決して忘れて
はならないことを心に刻んだ。
　花蓮以南の原住民の地域では、わたしのアメリカ留学時代の級友Kapiのお世話になった。パイ
ワン族に属するKapiは、花蓮にある原住民のための神学校、玉山神学院の教授で、今回の原住民
地域のプログラムをアレンジしてくれた。原住民は現在14部族が認められているが、台湾の全人口
のわずか３％のマイノリティである。短期間ではあったが、パイワン族、ブヌン族、タロコ族、ア
ミ族など、原住民の地域を回り、様々な部族の方々と出会い、そこにある固有の文化や課題につい
て知ることができたことは「教科書に載っていない台湾」を知る貴重な経験となった。
　原住民地域の学びで特筆されるのが、キリスト教との密接な関係である。ひとりの原住民女性チ
ワンの信仰の闘いが起点となり、戦後、キリスト教が急速に原住民社会の中に浸透していったこと、
キリスト教の宣教師たちが「自分たちの部族の言葉で礼拝するように」促したことで、それぞれの
部族の言語が保持されてきたこと、現在でも７〜８割の原住民がキリスト者で、各集落に存在する
教会が人々の社会的、精神的支柱となっていること、など驚きの連続であった。日曜日に出席した
ブヌン族の教会も、自分たちの部族の歌や民謡、踊りを取り入れた活き活きとした礼拝が繰り広げ
られていた。
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　しかし、反面、中国語による教育体制の中、若者たちが部族の言葉を失い、地域を離れがちなこ
と、原発や核廃棄物処理施設が原住民の地域に押しつけられていることなど、台湾社会における絶
対的なマイノリティとしての苦悩も地域に深く陰を落としていた。
　台湾の原住民の苦難は、日本におけるアイヌの人たち、沖縄の人たち、そしてコリアンに人たち
の苦悩を思い起こさせる。
　日本が輸出しようとしている原発の行方、核廃棄物処分地の問題、故郷を離れ、台北に仕事に行
く原住民たちのこどもたちの境遇、慰安婦支援団体との交流など、現地に赴いて、継続的に学ぶべ
き宿題は多いが、学生たちが、原住民の方々との出会いを今後の活動に生かしていくことを期待し
ている。
　最後に、今回のツアーの実施に際し、お世話になった方々に感謝したい。台北のうすきみどり牧
師と日語教会のみなさま、楽しい交流は忘れることのできないものとなりました。よき友人である
Kapiとお連れ合いのUmi、彼はアメリカ留学時代の級友で、ミシガンの寒い冬によく卓球を楽し
んだ仲だった。15年振りに再会し、卓球をしたり、神学論議に花を咲かせた日々は楽しかった。ま
たKapiに劣らず、わたしたちをもてなし、恐怖のスピードで各所に連れていってくれたTi-iangと
お連れ合いのIbu、ブヌン族の夢を語ってくれたPai牧師、また各所でわたしたちを受け入れてく
ださった原住民のみなさんに記して心からの感謝を申し上げたい。

2010年度：巨大な壁に向き合う人々：フィリピンで考えたこと
　2010年度のキリスト教学研究室の海外研修は、４年生１名、３年生３名を伴い、フィリピン・
ルソン島に赴いた。このThe Philippines Fourの研修は、二年前のフィリピン研修（2008年度キ
リスト教学研究室報告書参照）を引き継ぐ形で、2010年８月30日から９月７日の９日間、ケソン、
マニラを中心に行われた。National Council of Churches in the Philippines （フィリピンキリスト
教協議会：NCCP）の協力を受け、学生たちの関心が最大限に生かされるようプログラムを練り、
NCCPのナニーさん、マリーさんに同行していただき、連日、充実したエクスポージャーを行うこ
とができた。
　最初に、２年前に訪ねた、海外出稼ぎ労働者支援団体ミグランテを再訪した。ここでの新たな学
びは、現在のフィリピン社会を理解する上で欠かせないものとなった。フィリピンからは、全世界
180カ国に、一日平均約4,000人もの出稼ぎ労働者が流出している。皮肉にも、フィリピン人にとって、
唯一働き場がない国が自国フィリピンなのである。フィリピン政府は、自国内に雇用を創出する努
力をしないどころか、高い手数料を取って、自国民を商品のように海外に送り出し、国家赤字の補
填に充てている。フィリピンの人々も──例えば、カタールに家政婦として出稼ぎに行った女性の
待遇が、２年間休日なしで、勤務時間が午前５時から午前１時、月収が25,000円であるにもかかわ
らず──何度も海外出稼ぎに出ようとする。「そうする以外に選択肢がないのです」とその女性は
言う。この構図の中に今のフィリピンが描かれる。
　フィリピンの貧困問題の象徴であるスカベンジャー居住地域へのエクスポージャーでは、前回の
パヤタスとともに、トンドに再開された第二スモーキンマウンテンを訪れた。トンドでは、United 
Church of Christ in the Philippines （フィリピン合同教会：UCCP）が活動し、スカベンジャーの
こどもたちのための小さな学校を運営していた。スモーキーマウンテンの現場は、毎日のスコール
で足場が悪く、UCCPからは「長靴の支援」の依頼を受けた。前回の訪問を機に、こども服の支援
をおこなってきた日比新生児（Japanese Filipino Children）支援団体のマリガヤハウスからは、文
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房具支援の依頼を受けた。
　今回初めて計画したのが、日本のODAの現場
訪問とフィリピンの若者との交流だった。パンパ
ンガに、日本のODAによる灌漑水路を見に行っ
た。それは広大な農村地域に百キロ以上も伸びた
狭い水路だったが、工事が中止され、膨大な費用
をかけながら、そこで事業が頓挫していた。日本
のODAに関するレクチャーでも、日本のODA
のほとんどが有償（高利貸し）であり、しかも、
日本の企業が必ず事業を落札する「条件付き援
助」であることが浮き彫りにされた。100億円の
開発援助をした場合、フィリピン政府は、100億
円プラス30年間高額の利子を払い続け、事業費の
100億円を日本企業が収奪していくという構図で
ある。100億円貸して、ざっと300億円が日本の懐
に入る勘定になる。わたしたちの豊かさが、この
システムの上に築き上げられていること、その反
面、世界には「無償」で途上国に開発援助してい
る国がたくさんあることをわたしたちはどう考え
るか。
　若者たちとの交流は、わたしたちが思ってもい
なかった濃厚な四つのレクチャーによるフィリピ
ン研修のまとめとなった。マニラを中心に、現在
のフィリピン社会を民衆の立場から考え、貧しい
人々の側に立って具体的な活動を行っている若
者・学生のグループだ。レクチャーを行った四
つの団体の若者たちが異口同音に強調していた
のは、フィリピン民衆が闘うべき共通の敵はUS 
Imperialism（アメリカの帝国主義支配）である
ということだった。日本から来た者として、フィ
リピンの貧困を日本の「経済的侵略」という点か
ら考えてきたが、フィリピンの若者たちにとって
は、長年に渡って自国フィリピンを貧困に封じ込
め、その社会体制を維持しつづけている元凶は、日本よりさらに巨大なアメリカという帝国なので
あった。
　アメリカは、上位１％の富裕層が90％以上の富を独占する世界でも稀に見る不平等な国であるが、
戦後、様々な形でアメリカの支配を受けてきたフィリピンも、アメリカの社会構造をなぞるように、
上位１％の大地主層が絶大な力で90%以上の小作農層を支配してきている。現大統領のアキノも大
地主の出で、彼の家族が所有する大規模なさとうきび畑で働く小作農の日当が９ペソ（18円）とい
う信じられない搾取が行われている。賃上げを要求した農民たちのデモに、軍隊が発砲したり、農

長靴を

服や文具を



54

民たちを支援する牧師や地域指導者が暗殺されるという暴力さえまかり通っている。
　また、近年、フィリピン政府は privatization を打ち出し、公教育の私有化を急速に進め、授業
料を大幅に引き上げ、貧しいフィリピンの若者たちの教育の機会を狭めている。裕福な若者だけが
享受できる教育。フィリピン政府は、高学歴をもった市民を広く養成しようという意志を持ってい
ないかのように見える。彼らが欲しいのは、学歴をもたない小作農であり、海外出稼ぎ労働者なの
である。自国民を搾取の対象として、社会体制を維持し、巨額の富を築くフィリピン富裕層の巨大
な壁がそそり立っている。
　フィリピンに行く度に、苦難を抱えた貧しいフィリピンの人々を支援してあげようというわたし
の思い上がりは打ち砕かれる。愛する家族を支えるために命がけで海外へ出て行く労働者たち、そ
の海外出稼ぎ労働者を支えるために無休で働くミグランテのワーカーたち、みんなで支え合って生
きるために懸命にゴミを拾うスカベンジャーたち、壮絶な経験を乗り越えて、人間の尊厳をもって
証言する元日本軍性奴隷の女性たち、学生たちを教育し、命を懸けて現実と向き合う若者たち。フィ
リピンのところどころに「わたしたちの教師」がいる。「助ける」のではない。フィリピンの厳し
い現実を見据え、その背後にあるアメリカ帝国主義支配という巨大な壁にもひるむことなく、希望
を失わないで、草の根で、粘り強く、体を張って働いているフィリピン民衆の力強い生き様に学ば
されるのだ。
　このような濃密で刺激的な研修を提供してくださったナニーさん、マリアさんをはじめとする
NCCPの方々、また各地でわたしたちを温かく迎えてくださり、自らの生き方を通してわたしたち
に大切なことを教えてくださったひとりひとりに心からの感謝を申し上げる。

2011年度：311原発震災とフィリピン研修
311原発震災

　2011年度がもうすぐ始まるという時、311原発震災が起きた。巨大な地震と津波による甚大な被害、
それに連動して福島原発事故が起こり、日本は世界最悪の放射能汚染国家となった。酪農学園大学
は、いち早く、震災被災地への支援活動に踏み切り、前後期に渡って、学生たちを大船渡と石巻・
気仙沼に送った。ゼミ生たちの中から３人が、それぞれ、大船渡、宮古にボランティア活動に出か
け、被災地の現状を肌で感じて帰ってきた。
　夏には、原発の問題に関心をもった学生たちと岩内と泊村を訪ねた。春の大学礼拝にもお呼びし
た岩内原発問題研究会代表の斉藤武一さんに案内していただいて現地を回り、泊村役場では、職員
の方々と面談する機会も与えられた。福島原発事故は、2012年に入っても収束の目処さえ立たない
状態で、深刻な放射能漏れが続いている。地震と津波からの復興への希望はあるが、放射能汚染か
らの復興の希望は描けない。環境を研究領域として標榜するわたしたちの大学に何ができるのか悩
みながら模索している。

The Philippines Three
　海外研修は、４年生２名、３年生１名を伴い、三たびフィリピンに赴いた。このThe Philippines 
Threeの研修は、昨年のフィリピン研修を引き継ぐ形で、2011年８月25日から９月２日の９日
間、ケソン、マニラを中心に、途中にミンダナオツアーを挟んで行われた。昨年に続き、National 
Council of Churches in the Philippines （フィリピンキリスト教協議会：NCCP）にホスト役を依頼
し、昨年のプログラムの内容を更に発展させ、学生たちの関心が最大限に生かされるようプログラ
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ムを練り、NCCPのナニーさん、アリエルさんに同行していただき、連日、充実した研修を行うこ
とができた。
　スカベンジャー居住地域へのエクスポージャーは、マニラ地域での研修のポイントとなっ
た。トンド地区にある第二スモーキンマウンテンに開設されたUnited Church of Christ in the 
Philippines （フィリピン合同教会：UCCP） のデイケアセンターに長靴を届ける役目があったから
だ。一昨年、学生たちとここを訪れた際、スカベンジャーのこどもたちのために「長靴支援」の依
頼を受け、昨年、ゼミでは「長靴キャンペーン」を行い、多くの江別市民から長靴の寄付をいただ
いた。昨年度末に、その長靴を船便でフィリピンに送り、一応、そのキャンペーンを終えていたが、
春になり、江別第二小学校の生徒たちから再び長靴の寄付をいただくという、思わぬ展開があった。
The Philippines Threeとわたしは、それらの長靴を担いでフィリピンに入り、無事にスモーキー
マウンテンのこどもたちに届けることができた。学生たちは、秋に、江別第二小学校の500人の生
徒たちの前で、その体験を報告する機会が与えられた。（ゼミ生がその報告のために作成した動画は、
研究室で見ることができる）。
　江別第二小学校の「長靴キャンペーン」は、ゼミの長靴キャンペーンを新聞で知った一学期の生
徒会長さんが選挙公約にあげ、小学校あげて行われたものだった。学生たちの報告会が、江別のこ
どもたちとフィリピンのこどもたちを繋ぐ役割を果たすことができた。報告会の際に、二学期の新
しい生徒会の生徒たちと面談した時、「小学校に酪農学園大学から動物を招きたい」とお願いされた。
これを受けて、獣医保健看護学類長に依頼すると、その秋、馬術部のポニーが小学校を訪問するこ
ととなった。長靴キャンペーンがきっかけになり、江別市内の小学校と酪農学園大学との距離が近
くなったことを喜んでいる。　
　今回の研修で特筆すべきは、ミンダナオツアーである。わたしたちはマニラからダバオに飛び、
Sumifru（スミフル：住友フルーツ）のバナナ・プランテーションを訪ね、さらに、ジェネラルサ
ントスに移動して、「世界のTuna Port」と呼ばれる国際漁港とドールのパイナップル・プランテー
ションを訪ねた。特に、Sumifruでは、プランテーションの労働者たちの寄り合いに入れてもらい、
彼らの息づかいを感じることができた。フィリピンでは、六人家族の一日の最低賃金が700ペソと
定められているが、彼らの賃金はわずか250ペソだった。労働者たちは、なんとか賃金を400ペソに
上げてもらえるよう組合運動をしていたが、そこにいた組合長の男性は過去に何者かに命を狙われ
る経験をしていた。Sumifruは、組合運動のリーダーたちを威嚇し、その運動の力を弱めることで、
低賃金による搾取体制を維持している。このような労働者たちの苦闘を経て、Sumifruのバナナが
札幌のスーパーに並んでいるのである。Tuna Portでも、貧しい漁師たちによって水揚げされる特
上のほれぼれするようなマグロが、氷漬けにされ、日本に空輸され、わたしたちの胃袋に入るのだ。
　元日本軍性奴隷（慰安婦）としての辛苦をなめたロラたちとのリラ・フィリピーナでの交流も三
度目を迎えた。秋に、札幌で「カタロウガン：ロラたちに正義を！」という映画の上映会があり、
学生たちと観に行った。映画には、わたしたちがインタビューしたロラたちも登場していた。そこ
で、レイテ島の人々と深い繋がりをもってきた監督の竹見智恵子さんとの出会いが与えられたこと
は、わたしたちの今後のフィリピンとの関わりに大きな力となった。
　このように、今回もNCCPの協力を得て、充実した研修を経験することができた。ナニーさん、
アリエルさんをはじめとするNCCPの方々、また各地でわたしたちを温かく迎えてくださり、自ら
を捧げて民衆のために働く生き方をわたしたちに示してくださったフィリピンの友人たちに心から
の感謝を申し上げる。
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2012年度：フィリピン研修の新たな展開と「えべみー」の発足
「えべみー」始まる！

　2012年度の活動は、「脱原発えべつミーティング」（以下、えべみー）と共に始まった。2012年３
月、江別市で開催された講演会に講師として招かれたことがきっかけで、江別市内で様々な社会活
動をしておられる市民の方々と「えべみー」を始めることになった。４月より、ほぼ毎週、水曜日
の夜６時から９時頃まで、研究室に市民の方々をお招きし、学生たちと一緒に、福島原発事故、チェ
ルノブイリ、放射能汚染・被曝の問題などを学び、自由な話し合いの時をもってきた。
　その中から、市民の方の発案で、10月20日（土）に「おんたの」（音楽を楽しむ、の意）を開催
することになった。生協２階を会場に、学生、江別市民、原発震災の自主避難者の親子が100人以
上集まり、５組のアーティストの奏でる音楽を楽しみながら、未来に向けた前向きな思いを共有す
るすばらしいイベントとなった。このイベントから、原発自主避難者グループ「チーム☆OK」が
生まれ、避難者たちとの交流が始まるきっかけとなった。また、12月には『えべみー新聞』を発行
した。友人、知人、地域の人々に様々な情報・メッセージを発信するこの新聞は、今後も隔月で発
行していく計画である。
　このように、えべみーが研究室の活動の中に加えられ、江別や札幌の方々と交流するスペースが
与えられたことで、学生たちは社会との関わりの中で学び、考えることを教えられてきたように思
う。原発震災２年目の今年、メディアが福島原発事故の問題を過去のことのように扱う中で、この
巨大な問題に関心を寄せる良心をもった市民たちとの交流を続け、自分たちの生活圏で様々な形で

「脱原発」のメッセージを発信することができたことを感謝したい。

大間、幌延研修
　昨年の泊研修に続いて、今年度は、大間と幌延の研修を行った。６月は、原発体制を問うキリス
ト者ネットワーク主催の「六ヶ所・核施設ツアー」に参加し、青森県むつ市、大間の原子力施設を
訪ね、函館ではインターナショナルな人々が集う脱原発デモに参加した。８月には、幌延にある「幌
延深地層研究センター」を見学し、幌延周辺の酪農家の方々と交流した。この二年間で、泊、大間・
函館、幌延と、北海道の主要な原子力施設を周り、それぞれの施設の問題を学び、現地の人々と交
流することで、現場とのネットワークを作ることができた。岩内の斉藤武一さん、大間の小笠原厚
子さんや函館の市民の方々、豊富の久世さんら酪農家の方々。北海道にある「いのちに関わりをも
つ」大学として、今後も関わりを持ち続けていく必要性を感じている。

The Philippines Sixとのレイテ珍道中
　夏には、３年連続でフィリピン研修を行った。今回の研修の特徴は、昨年のミンダナオ研修の代
わりにレイテ研修を加えたことである。レイテを選んだのは、昨年2011年、ゼミ生たちと札幌で行わ
れた映画会『カタロウガン：ロラたちに正義を！』を観に行き、その時、監督の竹見さんと出会った
ことがきっかけであった。レイテに「水牛家族」を立ち上げ、レイテの農民との関わりを実践してこ
られた竹見さんの助けを借りて、今回初めてフィリピンの農村共同体での研修を行うこととなった。
　レイテでは、「水牛家族」の事務局長Timothyさんのご自宅にホームステイさせていただき、フィ
リピンの農村での生活を実体験した。猛暑の中、マニラの宿泊所とは全く違う環境の中で過ごすこ
とは、わたしたちにとって決して楽ではなかったが、フィリピンの農民の生活を肌で感じるスリル
に満ちた三日間となった。農業国フィリピンには、大地主が小作農や賃金労働者を搾取する巨大な
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システムが存在する。レイテでは、さとうきび畑の労働者の一日の賃金は80ペソであり、子どもの
多くも50ペソで働いている。その厳しい現実の中で、自分たちの土地を確保し、機械ではなく水牛
の歩みに合わせて有機農業による共同体作りを行っている「水牛家族」の取り組みは、フィリピン
の中でも稀有なものである。
　このプロジェクトを竹見さんとフィリピンの人たちが立ち上げ、25年が経過した。Timothyさん
は、この「水牛家族」の２世代目にあたる。彼は、「水牛家族」の活動を担い支えてきた世代が高
齢化する中、この活動をどう継承していくか、その過渡期に来ていると言う。最後の夜、彼は、薄
暗い部屋の中で、日本から来た若者たちに、自らのビジョンを熱く、熱く、いつ果てるともなく語
り続けた。この「熱い、暑い」レイテの経験は、わたしたちのフィリピン研修の方向性を農村地帯
へのシフトさせていく契機になるのではないかと思っている。
　最後に、フィリピン研修全体のホスト役を担ってくれたNCCPのNanie, Ariel, Donnaに、レイ
テ研修でお世話になったTimothy と Maryに、また、それぞれのところで、わたしたちを温かく
迎えてくださった方々に心からの感謝を申し上げたい。

2013年度：沖縄研修と「えべみー」二年目の歩み
重い課題への感受性を養う──初めての沖縄研修

　今年度は、フィリピン研修を実施できなかったため、キリスト教教育委員会主催の「沖縄スタディ
ツアー」に参加した。テーマは、沖縄の人々の思いに共感すること。宜野湾セミナーハウスをホス
ト役に、南部戦跡、普天間基地、読谷村、辺野古、伊江島など、沖縄戦の歴史と戦後の基地問題の
ポイントを押さえ、これに沖縄の食文化、音楽体験も加味したプログラムを準備した。事前学習で
は、それぞれが沖縄に関するトピックを調べ、内容を発表して共有したが、もう少し準備ができれ
ばよかったと思う。
　今回は、レンタカー３台に分乗しての研修で心配もあったが（特に過去いろいろとしでかしてく
れたＹくん）、なんとか無事に終えることができた。現地では、セミナーハウスの又吉京子さんに
南部戦跡を、望月智牧師に普天間基地、読谷村をガイドしていただいた。また、金城重明牧師には
渡嘉敷島でのご自身の経験を語っていただき、辺野古の浜では、平良修牧師の熱いお話に耳を傾け
た。伊江島の一日ツアーでは、山田裕牧師に同行していただき、島をくまなく回ることができた。
研修を支えてくださった沖縄のみなさまに感謝する。また、参加した学生、卒業生たちも、それぞ
れ個性派揃いで楽しい旅となったことを感謝したい。
　沖縄は、原発事故で苦しむ福島と並ぶ国策による「犠牲のシステム」（高橋哲哉）の現場である。
日本という国家が、日米安全保障の大義の下、力づくで米軍基地を押しつけてきた（今も押しつけ
続けている）犠牲の現場である。また、沖縄の問題は、99匹の羊を置いて、迷子になった１匹の羊
を心に懸けるイエスのたとえ話（ルカによる福音書15章1-7節）に呼応し、0.6％の沖縄人（ウチナ
ンチュ）を犠牲にする99.4％の側にいる日本人（ヤマトンチュ）の生き方の転換を強く促している。
沖縄研修は、キリスト教教育委員会としても、ゼミ研修としても初めての試みであったが、キリス
ト教に基づく平和教育としてこれを継続していくことが求められる。今回実現できなかった沖縄キ
リスト教大学の学生との交流や伊江島など離島での宿泊体験など、今後の宿題もある。この研修で
何を学び、何を感じたか、学生たちのレポートを読んでいただきたい。
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市民の方々に育てられる──二年目の「えべみー」
　2011年311原発震災を受けて、2012年度春に始まった「えべみー」（脱原発えべつミーティング）
を今年度も継続的に行なった。水曜日の夜６時から８時半頃まで、研究室を開放し、江別や札幌で
様々な社会活動をしておられる市民の方々とほぼ毎週会合を持った。福島原発事故、チェルノブイ
リ、放射能汚染・被曝の問題、平和の問題、一人一人の生き方を語る自分史など、様々なことを学
び、考え、自由な話し合いの時をもってきた。
　『えべみー新聞』も継続して発行してきた。友人、知人、地域の人々に様々な情報・メッセージ
を発信するこの新聞は、“えべみー ”らしい貴重な発信源である。今年度は、えべみーへの参加者
は多くはなく、「イエロー・ケーキ」映画上映会を行った以外は大きなイベントを開くことができ
なかったが、市民の方々との関わりの中で、学生の中で原発問題と放射能汚染への理解度が増し、
人間的にも成長していく姿を見ることができたのは嬉しい限りだ。「虹の会」が学生たちの中で自
主的に生まれ、原発避難者たちとの関わりを積極的に志向した一年でもあった。
　札幌にある原発避難者の会「チーム☆OK」キャプテンの森田千恵さんがこんなメールをくれた。

「ヤナギくんが（ある時）『自分を動かしてるのは危機感だ』と話してくれました。（苦しそうに）『で
もそれを共有できる友人はまわりにいない』とも…こんなに離れた土地にいるヤナギくんにきち
んと危機感を持たせる教育をして下さった藤井先生にひとりの原発避難者としてお礼を申し上げま
す」。これに対してわたしは「福島原発事故が起きた時、わたしと危機感を共有できる学生がもう
少しいるかなと思いましたが、（彼の学年では）ヤナギだけでしたね。彼が『危機感を共有できる
友達がいない』というのも当然です。がんばっていると思います」と答えた。原発震災３年目、東
京オリンピック開催が決まり、メディアが福島原発事故の問題を過去のことのように扱う中、この
巨大な問題に関心を寄せる良心をもった市民たちとの交流が、学生たちに、回りに流されないで「自
分で考え、自分で判断し、悩みながらも希望をもって行動する」視野を与えてくれていることに感
謝したい。

フィリピンの友人たちを想う
　さいごに、昨年訪れたフィリピン・レイテ島が、この夏、巨大台風に襲われた。研修でお世話に
なった「水牛家族」のティモシー・ロペスさん家族はみな無事だったが、家屋はすべて壊れ、被災
した。フィリピン中部の被害の復旧には数年かかる見込みだ。現在、キリスト教教育委員会は、学
生サークル・スカレラと協働して「フィリピン被災者支援活動」を行っている。これまでの研修で
お世話になったフィリピンキリスト教協議会や水牛家族と連絡を取りながら、できる限りの関わり
を持っていきたい。

地域国際関係論研究室報告

森　川　　　純

　環境問題の因果関係を多面総合的に究明すると共に持続可能な社会の構築に貢献する人材を育て
る新学部（環境システム学部）を立ち上げるので応援して欲しいと酪農学園大学から声をかけて頂
いたのが1996年の夏頃でした。国際関係論、国際政治経済学の教員は、酪農学園大学とも縁の深い
北海道大学におられますので私自身は、とても驚いた記憶があります。
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　歪んだ開発や貧困、差別、腐敗、抑圧、戦争なども環境破壊の要因という立場で研究・教育に取
り組んできている私のような人間を新学部のチームに加えたいというのが太田一男先生の言葉でし
た。有り難いオファーに私は感謝しつつ、喜んでお受けする旨伝えました。
　私の酪農学園大学と学生諸君との幸運な出逢いには、そんなプロローグがあったのです。
　地域国際関係論研究室は竣工直後の未だペンキの香りが漂う中央館８階の814号室に置かれました。
　第１期生は、名簿順に10名程の単位で、言わば機械的にアドバイザリー・グループに分けられ各
研究室に配属されました。その狙いは、学生諸君が３年次にゼミに入るまでの期間、担任として彼
らの勉学上のアドバイスと生活面のケアを行うことにありました。
　私自身は、大学生は、もう大人なので自分の生活は自分で責任を持って律すべき、と考えていた
こと。また青春時代は、言わば“ジェットコースター時代”でもあること。それゆえにいろいろな
問題と付き合う中で自身を成長させる貴重な機会でもある、と考えていたので勉学上の助言役の方
を一生懸命やっていた記憶があります。資料の集め方、報告要旨の作り方、レポートの書き方、大
学院進学志望者が心すべき事柄、英字新聞を辞書を使わずに読んでしまう裏技、海外への学びの旅
の様々な方法論、等々。
　勉学面では、２年後のゼミでの本格的な勉学に備えて、問題関心の幅を広げることの大切さ、情
報収集力、情報の目利きとなることの重要さ、分析力と総合力、結論と代案なり将来展望の提起力、
報告要旨作成、プレゼンテーション能力とコミュニケーション能力、フィールド・ワークの技法な
どの土台を身に付けてもらうことにありました。日本の教育一般では、この面の勉学、訓練を受け
ていないまま大学に来る学生が殆どなので彼らも大変だったと思います。
　１年後、第１期生は、２年生になり地域実習（インターンシップ）と海外実習などの甘えの許さ
れない短期・集中的な現場での実習科目をキャンパス外で取り組みます。
　２年生の秋には、学生諸君は、一方での学科教員15名全員による研究室・ゼミ紹介と他方での研
究室訪問を通して志望ゼミを絞って行きました。
　２年後の2000年4月には、専門演習に進んだ３年生─２年生─１年生の縦のラインが出来、先輩・
後輩間でお互い情報交換したり学び合う関係の土台が作られました。
　学科発足３年後の2001年度に、ようやく１年生から４年生までが揃いました。学生諸君にとって
の足元を確かめながら前に進む日々の連続は、続いていましたが水平線の向こうの風景が見え始め
た瞬間でした。

　学生諸君のゼミでの学びに関して言えば、学科内の自然科学関連の研究室、特に野生生物保全関
連研究室が数的に不十分であったこともありパイオニア世代の諸君にとっては苦労が多かったと思
います。
　他方、そうした状況下にあっても学生諸君の多くは、柔軟かつ逞しく関心の幅を広げ、それを学
内外を舞台とする様々な活動の企画と実施とフォローアップに結合させました。またそれによって
得た成果をゼミ活動に活かすことによって好循環の「らせん階段」に乗せるのでした。
　その際に、研究室とゼミ生用の部屋が一体化されている酪農学園大学独特の部屋のレイアウトが
好ましい教育環境を提供したと思います。同様なレイアウトは、他の大学でも普及しているのでは、
と思い込んでいる学生が少なくありません。私自身は、素晴らしい、共に学ぶ空間を創られた先学
の方々のビジョンと行動力に感心し感謝しています。
　地域国際関係論研究室も他の14の研究室と共に、2000年４月からゼミ活動を開始します。
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　本ゼミに参加してくれた学生諸君も、知的好奇心が強く、失敗を恐れず、個性的で、行動力があ
り、他方でお互いから学び、支え合う頼もしい若者達でした。
　それゆえ私の方では、ゼミ生の自主性、主体性に頼ったかなり欲張った三段構造のゼミ教育を試
みました。ちなみにゼミの運営では、①週レベルでは一部屋の確保、報告者の選定、報告要旨の作
成、司会者、記録係の選定、討議進行、フォローアップ等─、②学期レベルでの活動日程と活動計
画と報告書の企画と作成などは、ゼミ生それぞれの持ち味を生かした役割分担に任せました。
　第１段は、個々人レベルで、それぞれが自発的、主体的に関心あるテーマで調査─研究─まとめ・
提案─報告─討議─フォローアップという一連の作業に波状的に取り組み、そのプロセスで重要と
される事柄を会得することでした。
　関心を持つ問題、分野に取り組めるのであれば、ゼミ生諸君は自主的に積極的に調査・研究して
くれるからですし、どんな問題、分野でも突き詰めて行けば、国際関係と繋がってしまうからです。
　ただ私からは、リクエストがありました。それは、広い視野で多面・総合的にテーマに迫り、国
境を超え、共感を呼ぶような報告を行うように努力する、ということでした。
　発表・報告・討議の場には、ゼミの仲間だけでなく、イマジネーションを豊かに世界各地の大学
で学ぶ学生達が同席し報告に耳を傾けて聞いている。そうした“見えない参加者”が笑顔で手を叩
いて、素晴らしいプレゼンテーションだ！と言ってもらえる様なものとなるように努力！
　その努力は、海外研修旅行時の現地の学生との交流と討議の際に実際、試されるのでした。
　第２段は、ゼミの仲間と共同プロジェクトを企画・立案し、実施し、その成果を様々な形、方法
で広く還元する期間限定で機動的なゼミ単位での取り組みでした。これらには、フェアトレード展
や展示即売会、NGOの活動を紹介するパネル展や平和学会北海道支部の研究会でのゼミ調査旅行
報告、さらに大規模なイベントとしては、他のゼミや学外の人々を巻き込んだ「多文化交流フェス
ティバル」や江別市役所と連携した不要な家具のリサイクル市の開催などがありました。
　第３段は、４年生と３年生合同で行うゼミと研修旅行の取り組みでした。
　学生諸君には、以上の３つのレベルでの活動を、同時並行させながらゼミ活動を展開してもらい
ました
　2001年には、香川県に飛び、産廃投棄問題に苦闘する豊島や県庁への聞き取り調査に出かけると
共に香川大学の石井一也先生のゼミ生諸君との合同合宿ゼミを行いました。
　双方の学生が周到な準備をした後での交流と対話でしたし、石井先生のご配慮とホスピタリ
ティーで香川大学の施設を長時間使わせて頂けたこともあり極めて生産的で想い出深いゼミ旅行と
なりました。

　ただこの後のゼミ研修旅行は、近隣諸国を対象に展開することになりました。
　初のゼミ海外研修旅行が実現したのは、地域環境学科発足から４年目の2002年でした。
海外研修旅行では、エリートの場としての大学と庶民の台所である市場と近・現代のアジア史、日
本史、世界史を映す戦跡の三つは、可能な限り訪ねる場所としました。
　2002年は、中国（北京外国語大学）、2003年は、韓国（韓京大学）、2004年と2005年は、ベトナム

（フォンドン大学及びタンロン大学）、2006年と2007年は、フィリピン（アテネオ・デ・マニラ大学）、
2008年と2009年は、ブルネイ（ブルネイ・ダルエスサラーム大学）、2010年は、グアム（グアム大学）、
2011年は、中国（北京外国語大学）、2012年は、ベトナム、そして2013年は、シンガポールでした。
いずれの旅でも戦争と平和、人権、開発、環境に関わる問題とそれへの様々な取り組みについて学
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ぶと共に訪問国を“鏡”として日本とアジアと世界の関係の現状とあるべき姿について浮き彫りに
する作業に取り組んでもらいました。
　第３段のゼミ研修の旅でも事前の周到な準備作業と帰国後の報告書の作成と出版と配布という一
連の過程が学生主導で展開されましたので学生諸君は大変だったと思います。
　そうしたゼミ運営とそれらを通じての成長の模索は、最後となった７名の13期生にも引き継がれ
ています。７名とは、晒谷優希君、村上迪典君、野村一誠君、渡辺亜々斗君、村山一英君、川元義文君、
畠山夏香さんです。2012年の９月のベトナム（畠山さんはNZ北島に滞在中のため不参加）への研
修旅行には、遠井先生とゼミ生の渡辺慎也君、原　光君も参加して下さりとても楽しく生産的なゼ
ミ合同の旅とすることが出来ました。2013年9月には、各自、卒論との関わりを意識してシンガポー
ル（野村君は、教育実習と上越教育大大学院入試で不参加、試験には、見事合格！）に出かけ、こ
れまた実り多い旅を持つことが出来ました。
　ゼミ研修旅行では、同僚並びに学内の関係部局の方々はもちろんのこと現地の関係者の方々─大
学、ジェトロ、JICA、国際協力NGO、特派員、自然ガイド等─の温かな理解とサポートを頂けた
ことでより実りの多いものとすることが出来ました。特に北京外国語大学の黄菊花先生、張　慧芬
先生、韓京大学の崔一信先生、ベトナムでは、伊能まゆさん、天野先生、ブルネイ・ダルエスサラー
ム大学のキーニー美奈子先生、さらには、ノマドの藤崎基之さん、河本睦哉さん、中央館事務室の
久慈玲子さん、飛渡香織さん、酒井愛子さんに大変お世話になりました。改めて御礼申し上げます。

地域国際関係論研究室卒業論文リスト

2013年度
川元　義文『横川駅周辺地区（広島市）におけるスマートシティ構想案』
晒谷　優希『アニメ・キャラクターを利用した地域振興〜地域振興におけるアニメ・キャラクター

の位置づけ〜』
渡辺亜々斗『地域活性化と巨大建設プロジェクト〜東京スカイツリーが地元の人々にもたらしたも

の〜』
野村　一誠『第一次世界大戦とプロパガンダ〜過去から学び現代へ伝えるもの〜』
村上　迪典『北海道における「攻めの農業」を考える〜国際貿易交渉TPPへ向けて〜』
畠山　夏香『WW00Fの理念・活動・成果・課題』
村山　一英「ペタンクの広がり」

2012年度
近江　早希『日中両国の少数民族対応の影響と結果〜北東アジアの少数民族エヴェンキとアイヌ民

族〜』
笹谷　円香『ワインビジネスと持続性〜台頭する新世界ワイン〜』
久保　善紀『中東戦争におけるイスラエルとアラブ諸国と域外大国〜イスラエルの安全保障戦略に

ついて〜』
中川　喜貴『北海道社会の民主的成熟─戦前・戦中の北海道における水力利用に焦点をおいて─』
野村　直也『漆塗り〜江差で取り組む人々〜』
田中　健太
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2011年度
宮本　香連『タヒチアン・ダンス（Ori Tahiti）と日本の関係〜レイナニ・フラ・サークルとスパ

リゾート・ハワイアンズを事例に〜』
佐々木　愛『サンバカーニバルと日系ブラジル人─ブラジルの文化を日本移民と共に考える』
日野　元博『博物館と地域のかかわりについて〜三笠市博物館を手がかりに』
小野寺真吾『電動スクーター〜その可能性と現実〜』
渡辺　裕樹『ジャマイカの真実〜レゲエ音楽からのメッセージを読み解く〜』
永井亜夢朗『いにしえ街道とは〜江差町の自然・歴史的景観・文化を生かしたまちづくり〜』

2010年度
村口　貴嗣『楽園というイメージと途上国の現実─オセアニア州の事例研究─』
鈴木　中弓『エコツーリズムの可能性〜 “発祥地：コスタリカ共和国”の事例〜』
吉田　拓洋『続：馬肉産業と食文化─馬肉産業の流通体系と馬（研究生論文）“肉食”文化に焦点

を置いて─』

2009年度
藤原　英大『バイオマス革命〜木質ペレットの可能性「北海道を事例に」〜』
斎藤　政也『今、問い直す〜鯨類と現代日本人との多様な関係〜』
杉山　裕美『人と動物の関係─ペット保険からの考察』
田代　拓也『馬の魅力─ホースセラピーから考える新たな可能性─』
山本　麻以『人と動物の関係の再考〜宮城県石巻市田代島〜』
木村　俊介『アイヌ民族の新たな自立と連帯に向けて─「先住民族サミット」アイヌモシリ2008─』
西田　佳世『フィリッピンにおける国際協力NGOの可能性と限界（研究生論文）〜 SALT・PAYATAS 

Foundation を事例に〜』

2008年度
雫石　綾子『温故知新で人と木炭と環境を学ぶ』
真田佳奈江『歴史をとらえなおす─長沼町の“アイヌ民族”と“女性”をとりあげて─』
吉田　拓洋『馬肉産業と食文化─多面的、総合的な視点から─』
福原　美怜
奥山　晃一　
日高麻由美
田中　清貴　
木村　駿介
大光明宏武　研究生『イワナの生態と保全研究』
米内山麻美　研究生『神話研究』

2007年度
吉岡　幹人『北海道における日本語ボランティア団体の現状と発展』
西田　佳世『ハイテクノロジー産業とアフリカの紛争の繋がり─携帯電話に視点を当てて─』
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古川　一成『動物の権利』
鈴木　綾香『子どもと大人の信頼関係と教育─中等教育現場の日豪比較をもとに─』
越智　正文『外国人研修　技能実習制度の批判的考察─北海道の事例から─』
緑川　宇志『日本企業一般の男女賃金差別問題』
古田　匡章『バイオエタノールと第一次産業』
山田　健輔『江別市の地域一体となった小麦ブランド化の取組みと今後』

2006年度
松田　聖司『茅葺屋根から考える環境保全─その現状と将来─』
木村　大輔『北海道の観光産業とこれからの展望─オーストラリアからの観光客を事例にとって─』
城越ゆかり『Center for Alternative Technology CATから学ぶ─新しいネットワーク創り─』
高橋　千勢『札幌市博物館活動センターの取組みについて─自然系総合博物館の取組み─』
城戸明寿美『ポンペさんの裏庭でエコツアー』
飯合　沙織『賢い消費者になるために─フィリッピンのエビを通して考えてみよう！』
天願眞佐樹
石井　　漠　
奥山　晃一
大光明宏武（研究生）
長尾　新太（研究生）

2005年度
大光明宏武『希少種イトウから見た自然環境』
國澤　馨介『国際交流　理解のための日本語教育へ』
佐藤　公泰『農山漁村発ライフスタイル─グリーンツーリズム─』
嶋多　恵子『フリーペーパーの行方』
津矢田恵美『フェアトレードの可能性』
友田　直之『町おこし、“起こされる”のではなく“自ら興す”』
前田淳一朗『戦争と環境破壊[劣化ウラン弾と地雷]』
福家菜穂子『今後の環境教育の取り組み─NGO法人当別エコロジカルコミュニティーの事例─』
遠藤　哲史『テレビが及ぼす影響とテレビ放送のあり方─制作者からの視点と視聴者からの視点─』
田島　温子『世界自然遺産Ha-Long Bay』
長尾　新太『世界自然遺産Ha-Long Bay』
溝端　健郎『海洋環境問題としてのバラスト水問題─現状と日本の取り組みを中心に─』
渋谷　悠希『もしパートナーがリストカットになったら』
藤田　賢二『廃棄物から見る地域社会─家庭ゴミ有料化問題と江別市の場合─』
下藤　健一

2004年度
小池　梨沙『児童労働の搾取について─インドに焦点をあてて─』
高橋　啓介『日本の捕鯨のあり方について─イルカ漁に焦点をおいて』
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中川　尚子『原生的な自然　シエリトク─世界自然遺産というきっかけ─』
中川　克彦『日本のODA事業による住民の強制移住─フィリッピン・バタンガス港の事例から─』
長井　尚子『野生動物の危機─「偉大なる王」トラを救え─』
平川　綾乃『盲導犬が普及する社会を目指して』
厨川　裕子『勉強への熱意、南の国の子ども達の未来─教育の向上を目指して─』
村井　紘一

2003年度
遠藤　芳幸『環境先進国ドイツに学ぶごみのリサイクル問題─フライブルグ市と札幌市白石区を比

較─』
村岡美由紀『メデイアが握る、環境問題を解決する鍵─メデイアとの新しい付き合い方─』
天川　　恵『現代日本の子供の教育環境─学童保育の将来─』
工藤　由陽『支笏湖におけるヒメマスの歴史とヒメマスの未来』
阿部あゆみ『豪州の外交政策─在札幌オーストラリア領事館の活動分析を中心に─』
藤本　大輔『日本におけるいじめの現象と本質』
畑下　陽介『野生動物の消費と保全─ゾウ保護の観点カラ─』
高田　崇史『スキー場ビジネスと今後の歩み─北海道アルファリゾート・トマムを事例に─』
菊池　奈央『現代の日本のペット産業の実情と国際関係について』
渡辺　尚子『学校飼育動物と教育』
佐藤　恭平『FSC森林認証制度─その背景、理念、制度、課題─』

2002年度
山口　貴史『札幌市に見る自治体外交から平和貢献への可能性─平和研究の視点から─』
清水　亜紀『「東チモール民主共和国」─自由への闘いとこれからの国づくり─』
阿部　美幸『ブラジルのストリートチルドレン─象徴としての存在─』
中野晋太郎『北東アジア地域の歴史展望と将来展望』
笹川　　文『姉妹都市と観光─札幌、瀋陽を事例に─』
深澤　純子『先住民と野生動物の共生─イヌイットとアザラシ猟から考える─』
小林　和也『アジアにおける華僑、華人─進化する経済移民─』
加藤　　拓『割箸論争─その教訓と将来展望─』
田窪真由子『地雷難民に対する援助のあり方について』
小林　和也
佐々木玲雄奈
佐藤理幸子
高橋　美衣
竹内　宏美

2001年度
阿部　哲士『東南アジアにおける海賊問題』
鞍田ひとみ『優生学と遺伝子社会─生殖医療現場における遺伝子診断とその余波─』
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薩田　学明『地球温暖化とその対策』
島崎　太郎『国際文化交流の現状と変遷─事例研究　札幌国際プラザ』
永井　文代『アジアの売買春問題』
渡部　朋子『インドネシア共和国と日本国の繋がり─戦後賠償からODAへ─』
溜　　政和『暴力団（YAKUZA）活動の国際化』
畠山　大毅『インターネットの二面性』
古川　　恵『南アフリカのアパルトヘイト社会と教育』
水上　陽介『極東アジア安全保障』
倉知　洋平
吉田　慎吾

環境法研究室報告

環境法研究室　遠　井　朗　子

　気候変動、生物多様性の保全等、今日、私たちが直面している地球環境問題については、多数国
間条約の締約国会議等、外交交渉の場で基本方針や具体的規制内容を決定し、国際協力による対処
が目指されています。しかし、このようなグローバルな対応が効果を生むためには、各国が条約の
目指す内容を国内で実施するための法政策を策定し、それぞれの地域社会で持続的に取組みを進め
るための制度づくりを進めることが不可欠です。とりわけ、地域の人たちが長期にわたり、自発的
に取組むことを重視する考え方からは、地域の生活と自然とのかかわりの歴史や、文化のようなソ
フトな「制度」にも注目されるようになってきています。つまり、身近な自然と人とのかかわりを
深く掘り下げてみることで、新たな環境共生型社会のあり方を構想し、グローバルな環境問題に対
処するための指針を得ることができるようにも思われます。

地域環境学科から生命環境学科までを振り返って

　矢　吹　哲　夫

　私は、1998年の環境システム学部創立時に地域環境学科の助教授（当時呼称）として参加し、「エ
ントロピーと環境」という研究室で教育、研究に従事しました。研究室のゼミ生としては２期生の
14名が最大ですが、平均すると８名のゼミ生を指導してきました。ゼミの専門演習では研究室名の
通りエントロピーを用いた環境解析について勝木渥氏著の「物理学に基づく環境の基礎理論―冷却・
循環・エントロピー」をテキストとして学びと演習の場を持ってきました。また、2001年には本学
でエントロピー学会を開催し、干場信司教授（現学長）が大会委員長を務め、当時助教授の私が副
委員長を務めました。また同じ地域環境学科の押谷助教授（当時）にも準備委員に入って頂き、成
功裡に終えることが出来ました。
　その後2005年に発足しました「生命環境学科」の開設準備委員会メンバーとして森川委員長（当
時地域環境学科教授）の下微力を尽くしました。その後行きがかり上の展開から初代学科長を務め
そのまま３期６年間学科長職を務めた次第です。その生命環境学科開設の準備委員会メンバーは、
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森川委員長（当時地域環境学科教授）の下、加藤敏文（当時経営環境学科教授）、金子正美（当時
地域環境学科助教授）、松中照夫（当時酪農学科教授）、そして私（当時地域環境学科教授）の５名
でした。丁度そのカリキュラム構築に頭を悩ませていた最中に、本学の初代学長である樋浦誠さん
の書かれた「農村青年と科学」という本の復刻版が学内配布され、何気なく手にとって読み始めた
途端にその書かれている内容にくぎ付けになり、この精神、理念こそ新しい「生命環境学科」に引
き継がれるべきものと確信いたしました。徹夜で一読したその本に書かれていたエッセンスは、そ
の後私が学科長として担当した「建学原論」の中で学生たちに幾度か紹介したもので、箇条書きに
引用すると以下のようなものでした。
原文ママ
〇第４節：科学知識の性格
　 科学の歴史をひもといて見て驚くことは、科学知識の誤謬がいかにも多くあるものだという点
である。長年月にわたって人類は誤った科学知識を、正しいものとして勘違いして来ている実例が
沢山ある。 
　　　　　・・・・・
　どの時代の科学知識といえども、次の時代の科学知識によって訂正されないとは決して断言し難
いものである。この意味で、およそ科学知識なるものは、過去の科学知識も、現在の科学知識も、
いずれもすべて仮説と称せられるべき性格を帯びている。科学の何であるかを解せず、科学知識の
性格を知らぬ多くの現代人が、科学知識に対して狂信的であるのは、ただただ無学と呼ぶ外ないの
である。 
〇第11節：応用（実用）科学  
　科学に対する真の理解を持っていない人々は、しばしば実用的な研究だけが科学であると誤解し
ており、 直接に実用的でないような科学は無価値であるかのように速断し勝ちある。しかし、これ
は全く皮相な見識である。私はこのことを更に説明して、正しい科学への理解に資したいと思う。 
　　　　　・・・・・
　実際化に関する研究が成立するためには、それ以前に必ず基礎的研究が出来上がっていることが
必要であることもわかるであろう。つまり、基礎的研究の結果、実際化の研究が誕生するのである。
　　　　　・・・・・ 
　科学とは元来、現象の謎を解くものであるから。
　だから、科学の成果を大いに利用しようと欲するならば、応用科学も純正科学（注：現在流に言
えば基礎科学）もいずれも皆、広く研究を奨励する外ないのである。要するに、魚を捕らえるため
に、広く網張る方法が一番有効である。 
　及ぶかぎりの多数の科学者を養成して、大いに研究をさかんにすることが何よりも大切である。
そして、そのためには、国民が真に科学が何であるかをよく心得ていることが必要である。 

　私は樋浦さんのいう基礎科学は、所謂自然科学に限らず人文、社会の基礎科学まで含めたもので、
近視眼的に実用、応用を追求する前に地道な「学び」をすることに留意してこそ“科学”としての「実
学主義」を継承する新学科の創立にふさわしいと確信しました。それまで、私の所属していた地域
環境学科の特に熱意のある勤勉な学生の中に、「実学＝理科系」という短絡的なイメージを持って
いる学生が少なからずいて、そのことも理科系学科である「生命環境学科」設立の内圧になってい
たかのように感じていましたので（これはあくまでも私の主観ですが）、その要請をそのまま投影
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したカリキュラムづくりをしてしまっては「専門学校」（私は、決して専門学校を否定する者では
ありません。大学の使命は何かの原点に帰らなければという気持ちからの戒めでした。）になって
しまいかねないと危惧していた矢先の「農村青年と科学」のメッセージでした。この樋浦誠さんの
メッセージを念頭に置き、７年間培ってきた地域環境の学科教育のエッセンスを自然に接続する学
科の設立を目指しました。
　最後に、現在務めているカリキュラム改訂の責任者として旭山動物園の坂東園長から頂いたご助
言を紹介して本拙稿の結ぶに替えたいと思います。（以下の具体的な表現については聞き取った私
がその文責を負っています。）
　「今後の世界、特に日本は少子高齢化という未曽有の社会構造の大転換に直面し、“撤収・規模縮
小”という重い課題に立ち向かっていかねばならない。この社会的課題に動物園がどういう貢献が
できるか、日夜考えている。目下、旭山動物園の一角に試験畑作農園を設けて、無農薬栽培の中で
昆虫たちが虫食いした野菜を我々がどこまでであれば食することができるか、昆虫と共生する農業
の模索実験を行っている。近い将来この昆虫と人間の共生を旭山動物園の一つのコンセプトとして
展示したい。この時代に動物園職員に求められるものは狭い動物学の知見ではなく、文化論、歴史
観、法学、経済学の人文・社会科学、なかんずく哲学の素養である。これを念頭に置いた母校のカ
リキュラム作りをして頂きたい。」

研究室の活動報告

資源再利用学研究室　押　谷　　　一

　資源再利用学研究室では、専門演習が開講される前（学科開設当時は、１、２年生を対象とした
基礎演習は開講されていなかった）であったが、開設１年目と２年目に田坂直之君などを中心に学
生有志が「草の根キャンプ」を企画し実施した。これは、酪農学園大学の原点ともいうべき足尾銅
山の鉱毒による被害地や同じく栃木県内にあって本学とのつながりも深いアジア学院でワークを行
うことを目的としたものであった。事前・事後の学習を含めて、田中正造大学の坂原辰男さん、ア
ジア学院の教職員の方々の格別のご支援をいただいて現地学習を行うスタディ・ツアーであった。
本学では現在、１年生を対象に建学原論という講義のなかで足尾鉱毒事件についてすべての学生が
学ぶことになっているが、その先駆的な取り組みであった。
　また、講義などにおいても他の地域環境学科の教員ともども、折に触れて足尾鉱毒事件と大学の
関連性についても伝えてきた。
　専門演習では、毎年、海外研修を企画・実施してきた。例えば、フィリピンのマニラ近郊にある
巨大なゴミ捨て場の現場を、ドキュメンタリー「忘れられた子供たち」を撮影した瓜生敏彦さんの
ご案内で、現地の子どもたちと交流したり、インドネシア・ロンボク島ではサンゴ礁保護などの環
境保全に取り組む地元の漁師の活動を学び、マングローブの植林なども体験してきた。さらに、イ
ンド北部・UP州のアラハバードで長年、有機農業の普及のために教育・研究に取り組んでいるサム・
ヒッキンボトム農工科大学継続教育学部長の三浦照男教授（酪農学科1977年卒）を訪問し、現地の
学生と共に有機農業の作業などを体験するなどの交流を図ってきた。また、スリランカでは、三井
物産環境基金の資金援助により本学酪農学科の卒業生である石川直人さんなどが主催するNPO法
人アプカスとともに現地でおが屑を固形燃料にする事業を通じたリサイクルを中心とする環境教育
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を展開している。
　このような海外での学びだけではなく、北海道・日高の二風谷ダム近くの先住民族・アイヌの人
びとや、苫前町などの風力発電事業の現場を実際に訪れ、地元の人びととの対話を通じて問題の所
在を明らかにすると共にその解決策を検討するなど、常に地域の人々の視点から環境問題を捉える
ことに心がけてきた。
　資源再利用学研究室の卒業生は、廃棄物処理やリサイクルの現場で活躍しているほか、公務員、
教員をはじめ様々な分野で活躍している。なかには前述の草の根キャンプに参加し、アフリカの海
外協力を志向し、実際にニジェールでの２年間の青年海外協力隊員を経て国際協力機構でアフリカ
の農業関係の専門家として活躍している卒業生もいる。このように本研究室では幅広い分野の人材
を社会に送り出してきた。また、酪農学園の職員として後輩のために活躍している２名の卒業生も
いる。

「感　謝」

環境共生学類事務室　久　慈　玲　子

　私は、2001年４月から５年間「環境システム学部事務室」でお仕事をさせて頂きました。
　先生方にはいつも優しく接して頂き、学生の皆さんには若いパーワーを頂き楽しく日々過ごせた
事を思い出します。又その後職場は変わりましたが、気軽に声をかけてくださった先生方・卒業生
の皆さまにはとても励まされ感謝しています。この和やかで、明るい地域環境学科のカラーは今も・
これからも受け継がれて行くことでしょう。沢山の出会いをありがとうございました。

環境システム学部事務員として

獣医学群事務分室　飛　渡　香　織

　ご縁あって、私が酪農学園大学環境システム学部事務室で勤務する事になりましたのは、2004年
３月15日からでした。2012年３月に獣医学群へ異動するまで、８年間勤めさせて頂きました。
　当初、大学での事務経験が無かった私は、とても新鮮な「戸惑い」と「緊張」の毎日だったよう
に思います。
　環境マネジメント学科と地域環境学科の２学科を担当させて頂き、それぞれに沢山の思い出があ
りますが、ここでは地域環境学科について述べさせて頂きます。
　私の地域環境学科の印象は、「おおらか」でした。先生方と学生の距離が近く、学生同士の交流
も盛んで、活気にあふれた学科と感じました。
　先生方は私たちを一事務員としてではなく、常に学科の一員として接して下さいました。
　お忙しい中でも、色々なお話しをして下さり、仕事をしていながら講義を受けさせて頂いている
ような、私にとって大変有意義な時間を過ごす事ができました。
　学生のみなさんも、とてもオープンにゼミの事や就職の事、時には相談事などを話に来てくれま
した。
　そんな学生応対の中で、自分自身、考えさせられたり、気付かされる事が多々あり、とても貴重



69

な経験となりました。それなりに社会経験がありましたが、仕事に対する意識が新たになった８年
間でした。コミニュケーション力の大切さ、広い視野で物事を見ること、何年社会経験があろうと
新たに学ぶことは沢山あるということ。「仕事」という枠には収まらない、とても大切なことを改
めて学ばせて頂きました。
　親しみやすく、懐の深い先生方と、明るく、好奇心旺盛な学生たち。
　「おおらか」な、素晴らしい環境で、仕事ができたことを感謝しております。
　地域環境学科に携わるすべての方々の、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

事務室からみなさまへのお礼

中央館事務室　酒　井　愛　子

　私がこの学園に勤務させて頂いたのは2006年４月のことでした。私事ですが、出産後の社会復帰
で初出勤のときは公私共に本当に緊張していたのを覚えております。大学に行っていない自分が大
学で勤務するということにも大いにとまどいつつ、一スタッフの私に多大なお気遣いを頂く先生方
と人懐っこい学生、事務室の優しい先輩方に恵まれまして、ここまで仕事とまたそれを越えたお付
き合いをさせて頂く事が出来ました。

　あれから７年が過ぎ酪農学園の背景も大きく変わる中、いい意味でのんびりと居心地の良い雰囲
気を残しつつ、成長してきた地域環境学科にずっと係わることが出来まして本当にうれしく思いま
す。今年度でひと区切りとなりますが、新しい形への進化として微力ながら少しでもご協力させて
頂くことが出来ればと思う次第です。皆様ありがとうございました。
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（9）卒業生と現役生からの地域環境学科レビュー

地域環境学科特別講演

2013年度
地域環境学科特別講演

日時：2013年11月16日土曜日　午後１時〜３時30分
会場：中央館１階の学生ホール

　地域環境学科は、1998年４月に“持続可能な社会・世界”の担い手育成を目指して発足し、多彩
で頼もしい人材を数多く社会・世界に送り出しました。そうした本学科ですが教育体制の再編に伴
い来春の３月末日をもってそのミッションを終えることとなりました。
　そうしたエピローグの瞬間に、各分野で活躍されているOG、OBに学生ホールの舞台に上がっ
て語って頂く学科特別講演会を開催することになりました。パネリストの皆さんには、“地域環境
学科での青春の日々 ”、について率直に語って頂くことで今後の酪農学園大学の教育・研究のさら
なる発展に繋げたい、というのが学科教員の共通の願いです。
　この特別講演は、公開形式ですのでご関心のある方は、ご遠慮なく学生ホールに参集下さい。

挨　拶：遠井朗子地域環境学科長
司　会：牧原　統先生
　　　　特別講演会の進め方についての説明、現役４年生による進行支援
第一部：パネリストによる報告
　　　　現役学生との意見交換

休憩時間

第二部：パネリストによる報告
　　　　現役学生との意見交換
講　評：
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パネリストの皆さん

第一部
　志田（鈴木）理恵さん　１期生（本学就職課）
　大　原　誉　丈さん　　８期生（一般財団法人北海道農業近代化技術研究センター）
　中　野　晋太郎さん　　２期生（北海道厚生連・遠軽厚生病院医事課）
　北　島　航　一さん　　９期生（公益財団法人北海道盲導犬協会）
　三　塚　千　愛さん　　７期生（夕張市財務課収納係）
　原　　　　　光さん　　現役４年生

第二部
　新　井　　　定さん　　３期生（札幌科学技術専門学校高等過程教員）
　上　口　壮　太さん　　10期生（三笠市職員）
　伊　藤　友香子さん　　６期生（上越教育大学大学院修士課程在学中）
　天　崎　健　治さん　　６期生（北海道教育大学釧路校室学務グループ職員）
　　　　　　　　　　　　伊藤さん、天崎さんの報告は、学生に代読して頂きます。
　三ッ山　佳　織さん　　９期生（夕張リゾート株式会社・ホテルマウントレースイ）
　渡　辺　慎　也さん　　現役４年生

司会
　お待たせいたしました。ただいまから2013年度地域環境学科特別講演、開演したいと思います。
　開演にあたりまして、本学の藤井先生から開演のお祈りをお願いいたします。

藤井
　皆さん、こんにちは。
　それでは、一言、お祈りをして始めたいと思います。
　恵みの神様、ここに2013年度地域環境学科の特別講演会をこのように開催できますことを心から
感謝いたします。
　1998年に発足以来、地域環境学科は16年間の歩みを続けてまいりましたけれども、残念ながら、
今年度をもって歴史的なその歩みに幕を閉じようとしております。しかし、この間、意欲的な研究
また教育が展開され、多くの有能な若者たちを地域社会へと送り出すことができたことを今振り返
り、あなたの導きを感謝するものでございます。
　今日は、卒業生たち、また現役生たち共々に、それぞれの働き、またこの学科で学んださまざま
なことを語り合いつつ、豊かな時を過ごしたいと願っています。このことを通して、ここに集まり
ました学生たち、卒業生たち、また教員１人ひとりが大きな励ましをもって、またこれから歩んで
いくよすがとなさせてください。
　講演会を始めるにあたり、この感謝と願いを主、イエス・キリストの御名によってお捧げいたし
ます。
　アーメン。
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司会
　講演に先駆けまして、本日の司会を務めます身体環境学研究室の牧原統です。どうぞ、よろしく
お願いいたします。
　それでは、開演のご挨拶を遠井朗子、地域環境学科学科長の方から、お願いいたします。

地域環境学科長挨拶
　皆さん、こんには。遠井です。
　ちょっと並み居る先輩方の前で私が挨拶というのも、ちょっと僣越なところがありますけれど、
私もちょうど真ん中ぐらいから入ってきたので、やはり設立の趣旨とか設立した時の想いというも
のを持っている人間ではないです。ですから、今回、このフォーラムの趣旨として、どういうふう
にしますとか、森川先生たちと相談した時に、「受け継ぐ」というような話をされていて、まさに
私もどう受け継ぐかというところで、今回、企画を考える必要があるかなというふうに改めて考え
ました。
　じゃあ、なにをどのように受け継ぐのかというのが、大事なんですが、そう言ってしまと、もう
過去の遺産みたいになっちゃいますけども、何をという時に、これは物ではないです。例えば、地
域環境学科というホールがあるわけでもないし、初代学部長とか学科長の銅像があるわけでもない
ので、そういう資産として受け継ぐというものは何もないと思います。他方、それじゃあ何かとい
うと、見えないものかなと思いました。
　具体的な教育の方法論とか、コアカリキュラムとかというのが最近、流行りなんですけれども、
そうした具体的なアプローチに基づく確固とした教育というものが、ここにあったのかというと、
私は来た時に、正直、よくわからなくて戸惑ったことがありました。しかし、そこにいらっしゃる
先生方は、「これは地域環境学科らしいね」とか、「これが地域環境学科のやり方だから」とか、「こ
れは地域環境学科の学生だから」というふうに、何か共通のこういうものがあるはずだということ
を確信を持っておっしゃっていたのが印象に残り、だんだんと何年かいるうちに、自分でもそうい
うことを言うようになっているということに、ちょっと内心驚くこともありました。そうすると、
これは、今、文化遺産なんかの分野で、無形遺産という考え方が出てきていますが、それにちょっ
と似ているなと、最近思うところであります。
　つまり、文化遺産というのは、今まで資産と、文化財というのは不動産とか、そういうものを受
け継ぐという考え方が多かったんですけれども、近年は無形遺産ということになってくると、先進
性とか主観性とか共通の価値というふうに言われまして、これは人から人に受け継ぐものになって
きたんですね。多分、地域環境学科というものがどういうものなのかというのも、その時、その時
に居合わせた先生達同士の中でのやり取りとか、それからその先生と、それから学生さんとの相互
のやり取りとか、その場で慣れてきたさまざまなものをみんなが、それぞれ共通の価値として持っ
ていて、そういう共通の価値観かスピリッツというようなものが、まさに地域環境学科として受け
継ぐべきものでないかなと、最近、思うようなところがあります。
　そういうのは、だから言葉にしてなかなか説明ができないんだけど、おそらく今日、お話を聞か
せていただく皆さんも、それぞれの個人的な経験とか体験のお話を聞く中で、無意識のうちに反映
されているような、そういうものがあるんじゃないかなというふうに考えています。
　ですから、今日はお話を伺う中では、そういうことを皆さんが知らず知らずのうちに話していらっ
しゃるんではないかということを後で確認させていただいて、それが一体どういうものだったのか
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というのを知ることが出来れば大変嬉しいなと思っております。
　また、もう１つ、今のように、申し上げましたけど、「どのように」というところで、最終的に
はレビューという何か書いたものを作りましょうというお話もありますけれども、森川先生は今回、
卒業生に来ていただきたいということを強くおっしゃったというのは、やはりこれは人から人へ受
け継がれるというところを非常に重視されているんではないかと思いました。ですから、人という
のは有限な存在で、いつかはもちろん、私たち誰でも命は尽きるわけですし、また、人と人が関わ
り合う時間というのも有限なものですので、その時その場で一期一会のように出会った、その中で
得られたもの。それをまた次に何かの偶然で受け継ぐという、そういう儚（はかな）い経路しかな
いかなというところがあります。
　でも、最後に地域環境学科のスピリッツとか価値観というのは、そういう形で人から人へ受け継
がれているというところが大きいでしょうし、また、そういうものだろうというふうにみんなが考
えているというのが一番大事だと思いますので、それを今日、皆さんの話から聞かせていただけれ
ばなと思います。
　最後にこうして見ると、ガラーンとしているという、ちょっと寂しい気がしますけれども、これ
も何か、私は地域環境科らしいなと思いました。というのは、大体ホールが一杯になる講演会とい
うのは、なぜ一杯になるかというと、動員というのをかけるわけなんですね。つまり、いろいろな
科目の振り替えですよといって、強制をして学生を集めて出欠をとるということで人集めをします
が、地域環境学科のこういう企画に関しては、企画をされた森川先生は、そういう発想はまったく
なくて、自由に来たい人が来ればいいよと。そうすると、みんなやっぱり怠け心が出来て、そんな
に人は来ないとわかっているんですけれども、あえて強制をしなかったと。このへんもこの学科ら
しいなというふうに今思っているところです。
　ちょっと長くなりまして、申し訳ないですが、それでは今日のお話、楽しみにしております。ど
うぞよろしくお願いします。

−拍　手−

　皆さん、こんにちは。
　地域環境学科第１期生の志田理恵と申します。
　現在、酪農学園大学就職部就職課の職員として勤務しております。
　このたび、地域環境学科で学んだ報告発表者ということでお話をいただきました。ほかに多くの
活躍している同期がいるにもかかわらず、大変恐縮しておりますが、本日、お話させていただきます。
　職員として感じることも含めてお話させていただきます。
　1998年の４月に、入学式への向かった時まだまだ寒かったことを覚えております。それが16年前
のことです。持続可能な社会の実現を目指し新設された地域環境学科は今年度でカリキュラムを終
えることとなります。多様化する社会の変化に応えるため、２学群５学類という新体制に生まれ変
わりすでに３年目になりました。
　酪農学園大学と今現在、そこで学ばれている学生のために、卒業生としてこのような機会をいた
だけることに大変感謝しております。
　本日は、４年間で得たことだとか、いただいた言葉についてお話しさせていただきます。
　地域環境学科は、新設学科ということもあり、大変、個性豊かな学生がそろいました。さらに輪
をかけて大変個性的な教授陣に囲まれて、多くの学びを得ることが出来ました。それらの学びの中
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で、学んだこと、影響を受けた言葉を２つお話しさせていただきたいと思います。
　１つ目は「草の根運動」です。
　１年生の夏休みに、有志が集まって栃木県の足尾に出向くツアーを企画いたしました。そこで、
真っ黒でまったく植物の無い山々を目の当たりにしました。黒沢酉蔵先生が、師事した田中正造氏
が命をかけて闘った足尾鉱毒事件の現場です。
　その当時もなお闘い続けている市民を含めた方々の話を聞いて、山を生き返らせようという活動
に大変心を打たれました。
　その研修のテーマが ｢草の根｣ でした。
　非力な自分たちと黒く大きな山々。本当の豊かさとは何なのか考えて、今の自分たちが行動して、
今後の未来にどう影響するのか、深く考えたときでもあります。
　２つ目は「Think globally，Act locally」です。
　先生方がよくおっしゃっていた言葉でエコに関するイベントや書籍には多く出てきたキーワード
です。地球規模で考え足元から行動せよというこの言葉は、私に広い視野と自分ができる確実な行
動を教えてくれたように思います。
　今、私は日々の仕事や生活の中で、これらの言葉を感じることができます。
　私が酪農学園で働くことになったのは、企業というか実社会で必要とされる、求められる大学生
の力は何かと考えていたことがあって、その根幹である大学教育に関わりたいと思ったことがきっ
かけです。
　就業経験があったからか、私は就職を支援する部署に配属をされましたが、ここで大きなやりが
いを感じられるのはこの言葉のおかげだと思います。
　特に、そのように強く思った時のことをお話しします。
　上司から勧められて、江別の様々な業種の中小企業から代表や従業員が出席する勉強会に参加さ
せていただきました。
　その日のディスカッションのテーマというのが、「地域経済にとってわが社とは？」というもの
でした。私のグループにいらっしゃった建築設計会社の代表の方が語りかけました。｢ところでこ
の地域って、ここで言う地域というのはどこのことだと思う？｣ と私たちに問いかけてくれました。
　その方のお話を紹介します。建築で切り落とした木片をいつもは廃材としてお金をかけて処分し
ているということでしたけれども、その建築現場の周辺はまきが暖房やお風呂などに使われる地域
だったことに気づき、無料で配布したとの事です。
　これは、製品を使う人、使われる地域を良く理解すると、多くのプラスがありその地域に喜ばれ
ることがあるというエピソードでした。結果、私たちのグループでは自分たちがつくる製品と販売
したものが置かれる場所、つかう人がいる場所、それらすべてが自分や自社にとっての地域なんじゃ
ないか。サービスや製品で便利になった、安全になった、よかったと思っていただければ、自分た
ちの地域貢献じゃないかという結論に至りました。
　その時に、全国から学生が集まる酪農学園大学の地域貢献というのは、日本全国、世界にも向い
ているのではないかなと思いました。
　特に、私の仕事において考えると、全学生のごく一部ではありますが、これから社会に旅立つ学
生のサポートをするということは、その学生が社会人としてその地域に貢献する手助けなのではな
いかと感じたのです。
　特に、地域環境学科は持続可能な世界の実現のために、総合的に判断する力を身につけているの
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ではないかと思います。この力というのは、どの業界でもどの場所でも必要な力だと思っています。
　頂いた言葉、理念というのを今の仕事の中で感じられるということは本当に、私は恵まれている
なと思っています。
　この２つの言葉を教えてくれた地域環境学科のカリキュラムは、本当に多彩でした。
　身近な環境、地域福祉だとかから、東南アジアの資源再利用、衛生写真を利用した技術など多彩
でした。
　｢環境｣ という広く大きいテーマに具体性を持たせることすら考えていなかった当時の私にとっ
ては、すべてが新鮮で、自由で、前向きな学問だと思っていました。
　一方、専門性が捉えづらく、実際に地域や環境に関わる人に必要な技術を得るという点では、私
の意識と、行動が足りなかったと卒業後に反省したことも事実です。
　それでもこの大きなテーマに多角的に取り組み、学問を私たちにひらいてくださった先生がたの
思いには大変感謝しております。16年の間にはカリキュラムの変更にも力を入れてくださったこと
にも感謝しております。
　卒業から11年がたちまして、同期にはさまざまな経験を積まれている人がいます。
　中には母になり子供に教育をしている方もいるでしょう。地域環境学科の学びは人生すべての場
面に通じるのではないかと友人を見ていて思うこともあります。
　卒業生の皆さんと来春卒業の皆さんには、この機会に地域環境学科での学びを再認識していただ
いて、自分の置かれている社会や生活の中に生かしてほしいと心から願っています。

　これで発表を終わります。お時間を過ぎてしまってすみません。失礼いたします。
−拍　手−

　第９期生の大原です。
　今日はよろしくお願いいたします。
　先生からいただいたテーマは「学びの日々」ということだったのですが、なかなか「学びの日々」
というテーマがあまり似つかわしい大学生活を送っていなかったので「遊び、遊び、遊び、ちょっ
と学び」という感じで、お話ししようかなと思います。
　まず、僕は兵庫県出身なのですが、入学式の当日はすごい吹雪で、これはとんでもないところに
来てしまったなと思ったのを覚えています。
　まだ、右も左もわからないようなヒヨコちゃんがピヨ、ピヨ、ピヨと歩き始めたのを先生方、先
輩方、同期の仲間たちにいろいろ道案内されながら、なんとなく環境とか農業とか、そんなことに
興味を持っていきました。
　特に農業に興味があったので有機農業研究会というものを仲間と一緒につくって、いろいろやっ
ていたのですが、当然、突然できたサークルを大学が認めてくれるはずもなく非公認サークルとい
う形で、学内外の畑、水田を借りて、いろいろ農作業をしていました。
　そこで学んだことは、やっぱり勉強会とか、そんなことも大事なのですが、フィールドに出るこ
とがまず一番大事だということです。
　そんな僕もゼミを決めないといけない時期に来て、あまり悩むこともなく選んだのが都市空間情
報学研究室というところで、今はもういらっしゃらないのですが、当時、山下先生という先生がい
らっしゃいまして、山下先生の下で地理情報システムについて学びました。ここではフィールドで
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得られたデータを面的に評価するという手法を学び、卒論は土地利用変化と地形の関係性について
調べていたのですが、のんびりしすぎて、卒業してからも１年半ぐらい、取り組んでいました。
　僕は今、北海道農業近代化技術研究センターというとても長い名前の会社で働いているのですが、
どんな会社かといいますと、農業土木の調査研究をしているコンサルタントと呼ばれている会社です。
　その中でも僕の主要な業務が、GISを用いた農地の解析、自治体や農協で使うような業務支援シ
ステムの構築。もう１つ、やっぱりこれが一番大事なのですが、フィールド調査をしています。ス
ライドの写真は、多分、土壌の断面調査かなんかをしているような写真です。
　GISというのは、大学で学んでいましたので、なんとか、やってこれました。
　システム構築に関しては、地域環境学科は文系と理系が入り交じるような学科でしたので、プロ
グラムの授業自体がなかったので、エクセルのマクロを組む程度しかやっていなかったので、たく
さんのよくわからないコンピュータ言語に苦労しました。フィールドでの調査に関しては、学生時
代から農業に興味があったので、酪農学科の土壌学なんかの授業を受講していたのが、とても役に
立っているのかと思います。未だに、当時の教科書が僕のデスクの横には何冊かあります。
　卒業して、ちょうど今、４年目なのですが、大学で４年、卒業して４年、思うところというのを
少しお話します。
　僕の頃もそうでしたが今もなかなか就職することが厳しいみたいですね。僕のいた研究室に限っ
てですけど、後輩たちもGIS関係の会社に就職したいようなのですが、厳しいみたいなことをよく
聞きます。ちょっと学科としても、GIS関係の資格なんかも、今、ポツポツ出ていますので、そこ
らへんですとか、測量士とか、そんなのが取得できるようなカリキュラムがあればよかったのかな
あと思っています。
　今、もうちょっと勉強したいなと思いまして、大学に舞い戻って、研究生という立場で小川先生
にお世話になりながら勉強しております。なので、学科がなくなってしまうということは、あんま
り他人事でないですね。なんちゃって現役生というポジションです。
　やっぱり、文系・理系、たくさんの学科がある中で何を専門とするかということがすごく難しい
と思います。いろいろな分野からのアプローチ方法というのを学べる一方で、何かに特化した知識
というのが、なかったので、後輩たちには自分の専門はこれだと胸を張って言えるように頑張って
ほしいなと思っています。今日も何人か来てくれていますけど、頑張ってください。
　大体、僕の話はこんな感じなのですが、「学びの日々」というテーマは、やっぱりちょっと僕に
はちょっと荷が重かったので、ゼミ同期のすごくまじめな人たちに聞いてみました。スライドに写っ
ている大場君と狩野さんに聞いて見ました。
　狩野さんが、大学生活で一番よかったのは、仲間だということを言っていました。
　大場君も狩野さんも、大学卒業後は北大の院に進まれて、その中でも北大と酪農大をみながら、
いろいろ思ったところを述べてくれていると思います。やっぱり大場君が言っているように、専門
性がやや劣ると。その分、彼は大局的にものを見る力を養えた、と言っていました。僕もその通り
だと思います。
　さらに、分からないことがあった時には、その答えがどこかから降ってくるのを待つのではなく、
自らの足を使って答えを探す力を身につけることができたと言っていました。そこらへんを少し意
識しながら残りの大学生活、もしくは今後、これからの大学教育につなげていただければ幸いです。
　以上です。

−拍　手−
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　ただいま紹介にあずかりました２期生の中野でございます。
　お手元の資料に私のレビューがあります。ちょっと長いですけれども、今日はその話をしようと
思います。後輩の方々には勉強になることも、少しはあるかなと思いますので、お聴きください。
　私は、地域環境学科卒業後、島根県立大学北東アジア研究科の修士課程に進みまして、現在は
JA北海道厚生連遠軽厚生病院医事課というところで、働いております。
　医事課というところどのようなところかというと、皆さんが病院にかかった時の医療費の請求を
する業務ですとか、その他経営に関する分析とか、色々なことをやっている事務のことを指します。
　さて、このたび地域環境学科のレビューのお話をいただいて、自分なりに４年間を振り返ってみ
ました。
　在学中、卒業後を通して感じた評価を恐縮ですが、上段からのお話になるかも知れませんが、さ
せていただきたいと思います。
　私の前の２名のパネリストの方もお話ししたとおり、地域環境学科について、文理融合の基にと
いうような形で進めていた学科ではあったと思います。
　また、環境という非常に多様な、かつ多方面に広がる分野を包括し、研究しようと試みていたと
いうことが、入学当時にとても素晴らしいなと思ったところでございます。
　ただ、４年間のカリキュラムを振り返ると、学生、教員、大学間での環境のイメージの相違とい
うものがあったと思います。私たちが思っていた環境は、自然環境や野生動物であったのだと思い
ます。ただ、大学としましては包括的な環境という分野を考えていたのかなというところで、相違
というものがあったと思います。
　そのせいで、研究室を決める時の選考時に、野生生物ですとか、自然環境とかというゼミに人が
集中していたと思い返すことがございました。
　私は、人文・社会学系の森川研究室で学んでいましたので、他の理系研究室や講義の評価は避け
させていただきます。当時の人文・社会学系の環境の部分でのお話をさせていただきます。
　15年、16年前、文系での環境という分野はとても走り出しの時期であったと思います。特に、日
本の各分野における基礎分野、例えばここでも書かせていただいていますが、法学や語学、文学等
の中でも新分野の１つであったのと思います。この新分野という部分で各先生は大変苦労されたと
思います。なかなか学ぶ側も、先生が初めて取り組むテーマに対して困惑することがあったのかも
知れませんが、私はそういった分野について一緒に学び研究を進めていただいた先生方に大変感謝
しております。
　卒業後の話をさせていただきます。
　私は大学院へ進学しましたが、４年時と大学院修了後に就職活動を経験しています。
　皆様の中で、就職活動されている方がいるかどうか、分かりませんが就職活動のお話をします。
私は就職活動の時に地域環境学科という学科を説明することが難しかったなというイメージを持っ
ています。面接で「ところで、中野君、地域環境学科ってどんな勉強するの？」と聞かれ、とても、
答えられなかったことが何回かありましたが。今では少しは答えられるのかなのというふうに思い
ます。
　当時も現在もそうですが、就職環境は非常に悪くて、私の時は就職氷河期、今は超氷河期とか言
われていますけれども、地域環境学科の就職に関するサポートという部分で大学側にはもう少し何
か考えていただければなと思ったことが、思い出したことの１つでもあります。現在は志田さんが
いらっしゃるので、そこは大丈夫かなと思いますが。そういった部分でも就職の面でもう少し考え
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ていただきたかった部分もございました。
　大学院修了後、私はまずリース会社に入りました。その後、風力発電の会社。現職、病院の事務
ですが、それぞれ地域環境学科で学んだことは役立っておりました。
　その例を少しだけお話しします。
　リース会社では廃棄物処理やリサイクル関連法などの知識、風力発電の会社では新エネルギーの
知識ですとか、バードストライク問題等の知識が役に立ちました。風力発電の会社というと、何か
すごそうだなと思うかも知れないのですけれども、きちんとした会社はすごいのかも知れません。
　現職ですが、病院の事務ということで、実はここでGIS、先ほど１つの前のパネリストの後輩の
方もお話しされたのですけども、GISの知識が少し役に立っています。私は特段、授業でしかGIS
については勉強していなかったのですが、現在、DPC制度という制度が大中規模病院では取り入
れられていまして、そのデータを活用して、地理情報に病院の経営指標ですとか、患者数ですと
か、いろんな情報を落とし込めるといったことを考えた先生がいまして、当院においてもそのよう
なデータを用いて分析をしようとおこなっており、GISの講義で得た知識というのが大変役に立っ
ているかと思います。
　ちょっと、お時間の方が少なくなってきましたので、最後の部分だけ。
　今後、地域環境学科はなくなり、新しく環境生体学類の２コースを設置するとお話を伺っており
ます。これまで地域環境学科が培った人文社会系の系譜を絶やすことなく、新たな学部に融合させ
ていただければと思います。
　それは環境を学ぶ者として専門家である前に、文理の枠組みを超えた総合的な知識が必要である
と思うからです。よく、森川先生がスペシャリストもゼネラリストの知識、力量が必要だといって
いた言葉が、私もそうだなと思うところでございまして、それは今後の酪農学園の新たな学部にも
引き継いでいただければなと思います。
　以上でございます。

−拍　手−

　第９期生になります北島航一と申します。よろしくお願いいたします。
　私の経歴は、このような流れになっています。本当はここに立って良いものなのかどうなのか、
わからないものですが、始めていきたいと思います。牧原ゼミに入り、運動を通して環境について
少しずつですが、学ぶことができました。運動からいろんなものを牧原先生からはいただいて勉強
させていただきました。１つとしては、まずここにいる、現４年生のゼミ生もいますけれども、本
当に先生がいたからこそ今の自分があるのかなと、思っております。
　卒業し、就職して、その中の盲導犬協会に勤めたというのも１つの環境を学び、その１つが福祉
という面をちょっと自分の中で取り上げて、実際に見ていました。そこから、自分は卒業ギリギリ
の危なかった人間で、４年生になっても、物理学がなかなかとれなく、本当にいつもいつも、先生
に「どうしよう、どうしよう」といつも困っていました。
　ギリギリですけど卒業して、その後公益財団法人北海道盲導犬協会で勤めることになりました。
　大学のお話はここまでにしまして、盲導犬協会というのは何をしているのかと。そこから、地域
環境学科との結びつきをちょっとだけお話ししたいと思います。
　特に、盲導犬協会の事業としては、まず犬舎、犬舎というのは犬のいるお部屋のようなものです。
治療、排泄、手入れなどを主に行っています。あとは繁殖業務。盲導犬育成。あと募金箱の設置・
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回収、PWへ委託、指導訪問、こういういろいろ書いてあるんですけど、その中の１つ。主に僕が
中心として行っているのは盲導犬育成のところになります。
　盲導犬育成は、盲導犬を育てるまで、１歳ぐらいの犬を盲導犬に仕上げて、７カ月間で訓練を進
めていくような流れになります。
　盲導犬とは、視覚障がい者の目となり、犬が誘導することです。あとは盲導犬にはハーネスと言
われる白い胴輪を付けていなければならないということになります。
　盲導犬は主に目的地まで誘導してくれるわけではありません。視覚障がい者が頭に地図を描いて
歩いています。
　盲導犬協会は全国に10施設あります。持ち手というのは、ハーネスを持つ手になります。他に指
示語。命令語ともいうんですけれども、北海道盲導犬協会場合は日本語と英語、両方使っています。
　視覚障がい者にもロービジョンと全盲で分けられていて、ロービジョンとはここに書いてあると
おり視野は狭いが見えているところがあります。大体、真ん中が見えていたり、周辺が見えている
ということがあります。あとは全盲はまったく見えない。全盲に関しては皆さんがご存じのとおり
だと思います。
　法律の話になりますが、視覚障がい者は道路を通行する時は政令に定められている杖、今日持っ
てきているこういう杖が白杖となります。あとは盲導犬を連れて歩かないといけないということに
なります。
　皆さんには資料の方に配布しているので、あとでご確認いただければなと思います。
　主にここでは、質の良い盲導犬を卒業することが重要で、最低７カ月間の訓練が必要となります。
　最後になるんですけれども、盲導犬は少ない状態であり、寄附で成り立っていると。一般のかた
のご協力があってこその盲導犬協会である。
　盲導犬をかわいそうと思うかたも中にはいると思うんですが、使用者、盲導犬を持っている使用
者のかたは幸せに暮らしています。決して厳しい訓練は行っていません。
　ここには書いてないんですけれども環境という面からみて、福祉は大切なものです。今後もこの
福祉、環境という面をもっと勉強して、まだまだ勉強不足ではありますが、頑張っていきたいと思っ
ております。卒業生、あと在校生、１人ひとりの言葉を本当に大切にして、先生方は本当に一生お
付き合い、仲間でもありますので、是非、今後も関係を持っていきたいと思っておりますので、ど
うぞよろしくお願いします。
　では、僕の話を終わります。ありがとうございました。

−拍　手−

　皆さん、こんにちは。三塚千愛と申します。
　今、とっても緊張しているので、変なこと言ったり、脈絡のない話をしてしまったら、申し訳あ
りません。
　発表にあたって、事前に、配られている資料の中にあるんですけれども、「地域環境学科から今
の自分へ」ということで、大体この中に私の言いたいこと書いてあるので、この中の内容を交えな
がら、地域環境学科で学んだことだったり、想いだったりということを交えて発表させてくいただ
きます。
　まず、私が地域環境学科で一番心に残っていることというのが、環境というのは本当にいろんな
意味があるんだな。いろんな状況だったり、本当にいろいろな意味があるんだなということを学ん
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だことが大きかったなということをまず言いたいですね。
　そもそも、一般的に環境といいますと、自然科学は知床の自然だったり、そういう自然環境が一
番最初に思い浮かぶことなんじゃないかなと思います。現に私も、高校時代に環境問題、自然の環
境問題について学びたいなということで酪農学園大学に入学したわけなんですけれども。酪農学園
大学地域環境学科ということで、どういった環境問題を勉強できるのかなということで、裸一貫で
入ってきたわけなんですが、一番最初の授業は確かに森川先生の授業だったと思うんですけれども、
その時のレポート提出がいきなり、本文を400字詰め５枚の2000字に註と参考文献リストなどを加
えた形でまとめて書きなさいということだったり、とある先生の授業だったら人類だったらみんな
いなくなればいいんだよといった授業もあったりして、とんでもないところに来ちゃったなという
のが一番最初、１年生の時に感じたことでありました。
　また、その一方でとても内容の濃い勉強もできたというのも一番大きかったかなと思いますね。
　で、一番最初に申し上げました環境っていろんな意味があるんだなということを勉強できたとい
うことになるんですけれども、まあ、環境といいますと自然環境だけにとどまらず、個々の家庭の
環境だったり住んでいる地域の環境だったり、一番身近にある環境を、直下の話をしますと、最近、
彼氏とうまくいかないなあというのも立派な環境の１つだったり、問題もたくさん生まれて来るん
じゃないかなということがあるんですね。
　特に私が興味を持ったのは社会環境ですね。藤井ゼミで勉強させていただいたんですけれども、
社会環境の問題の１つである、あんまりこういう言い方したくないんですけれども、社会的弱者の
抱える問題ですね。実際にフィリピンに行って、スカベンジャーというごみを拾って、それをお金
にして生活をしている人の暮らしの中に密着して、いろんな勉強をしてきたわけなんですけれども。
いずれにしても、環境、そこで勉強した環境もそうなんですけれども、今、私、夕張市で働いてい
るんですね。実際に研究するのはフィリピンでして、フィリピンのその環境の問題を個人で、自分
なりにまとめて発表させていただくというのがあったんですけれども、フィリピンと夕張市なんで
すが、国も違いますし、いろんな抱える社会問題も違うんですけれども、一貫していることがやは
り個々の背景の環境、フィリピンだったら、それぞれの家庭の環境でちょっと養う人がたくさんい
過ぎるけれども、就職もできないしということもあるんですけど、夕張市の方でも同じことが言え
て、就職もないということもそうなんですけれども、すいません、ちょっと緊張しているんで、だ
んだん脈絡のない話になってしまったので。
　夕張市ですね。夕張市は、ご承知のとおり平成17年に財政破綻をしまして、そこから職員200人
いたんですけれども、それが半分に減って、若い人はほとんど外に出て行ってしまって、今、高齢
者が65歳以上が40％以上という状況にもなってしまって、とても厳しい状況なんですね。で、私が
今在席しているのが財務課の収納係ということで、いろんな人とふだん関われない人と関わってい
くことが多くなってきているんですけれども、その人たち、あんまりこういう話をしたくないんで
すけれども、滞納しちゃっている人とお話をする中で、今回、酪農学園大学でちょっと学び得たこ
とが、今の仕事の中で生きているんじゃないかなということを思います。
　国、フィリピンで勉強させていただいたということもあるんですけども、その背景にあること。
夕張市であっては、ちょっと高齢者なので年金だけじゃきついなということ。じゃあ、どうすれは
いいのかという問題を考えるにあたって、何か問題に関わるに当たって、ちょっと背後の環境です
ね。ちょっと体が弱いとか、就職したくても夕張市の現状、働くところがない。若者がいない。雇
用の場がないので、働くところもない。じゃあ、どうすればいいのか。その人たちがその問題で闘
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おうしているんです。でも、私たちが解決に導いていかないといけない。じゃあ、どうすればいい
のかなということで、その人の抱える背後、背後の環境を加味しながら、ここで勉強したこは。例
えばこの背後の問題にはこういうことがあるから、こういうふうにしていくんじゃないですかとい
うことを教えたいと。そういうことを考える根底になるものが、今、ここで学んだことの１つとし
て今、アウトプットすることができているんじゃないかなと思います。
　それで、一番最後のところ、資料、一番最初に配られている資料ですね。
　その環境の中で自分がどう働き、どんな役割を持ち、どう成長していくかということを書かせて
いただいたんですけれども、そういうことがやはり、今、自分の職場で関わる人たちの中で、どう
その解決に導いていけるかということを考える１つのきっかけ、根底、原理原則というのが今ここ
で、今ここでといいますか、酪農学園大学で学んだことで一番大きいことなんじゃないかなという
ことを皆様にお伝えしたい。
　ということで、私が皆様にお伝えしたいことは、この１つとしてまとめさせていただきます。
　それで、どういう命令といいますか、個人的なことで対応も限られているけれども。
　今、お集まりの中のかたで、ほとんど就職決まっているという人も多いかと思うんですけれども、
今、夕張市、若干名ということで、新規採用を募集しておりまして、11月20日までに総務課に履歴
書と返信用封筒、80円切手を張った封筒を送りますと、第２次試験ということでやってますので、
ちょっと興味のあるかたは総務課の方に送っていただければと思います。そういうことで私の発表
を終わらせていただきます。ありがとうございました。

−拍　手−

司会
　はい。ありがとうございました。
　この後、続きまして本学の４年生、原光君からお願いします。

　本日はこのような貴重な講演の１人のパネリストとして、選ばれたことを光栄に思っております。
　私は、今、４年生で地域環境学科最後の４年生として学ばせていただいております。今までのパ
ネリストのかたのお話を聞いて感じたのは、やっぱり脈々と受け継がれる地域環境学科の想いとい
うのはやっぱりあるんだなあということを私は感じました。それは何かということについて、多分、
自分の話す内容を聞けば地域環境学科が脈々とうけつがれているものは何かということが、少し何
か見えるかも知れないなと思います。
　先ほども言ったんですけども、私は地域環境学科４年の原光と申します。
　私は、私の考える地域環境学科というテーマでお話ししたいと思います。
　私は、卒論で「人と森林の関係」について調べています。今、考えるとなんでそのようなテーマ
にしたのか不思議です。その答えは地域環境学科の学びにありました。
　私は、よくほかの学科の人に地域環境学科って何をやっているか全然わからないと言われること
があります。そう言われることは、正直、納得がいきます。なぜなら、地域環境学科では広い視野
をもってさまざまな目線から多角的に物事をとらえるという学びを行ってきたからです。
　なぜ、私が卒論のテーマとして「人と森林の関係」について調べようと決めた経緯を例に、１回
生から４回生までの学びを順を追って話していきたいと思います。
　私たち地域環境学科では、１回生の地域理解の講義で、自分で好きなことをテーマにレポートの
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書き方や調査の仕方を学びました。この時、学んで感じたさまざまなことに疑問を持つということ
は、今にも通ずるものがあると思います。
　私は、この講義で花粉について調べました。花粉をテーマに決めたのは、私がスギ花粉症で困っ
ていたからでした。この時は、まさかほかの私の苦手な花粉というものを卒論にするとはまったく
思っていませんでした。
　２回生の基礎ゼミでは、学科で１つのテーマを決め、調査方法の基礎を学ぶという内容でした。
ここでの学びは、皆で１つのことを追究していく楽しさや、興味がないことでも実はやってみると
楽しいということでした。
　テーマ決めなのですが、私たちの興味、関心は皆全然違っていたため、とても１つには収まりま
せんでした。このように私たちの学科は多様なメンバーが集まっています。
　現在、40人ぐらいなんですけど、すごいみんな多様なメンバーです。
　そのため、テーマは環境という大きな括りにして、その中でいくつかの班に分かれて、班ごとに
学ぶことになりました。
　私は、森林班を選びました。森林班に決めたのは、私の趣味はアロマでして、そのアロマと私を
結びつけようと考えたからでした。北海道の北東にある下川町では、トドマツの間伐材を使ってア
ロマオイルを作っている施設がありまして、下川町に行ってオイルを作る過程をあわよくばオイル
も買ってしまおうという、そのオイルを買いたいという気持ちが優先して下川町に行きたいなとい
う気持ちでありました。
　しかし、実際に班の活動では北海道の森林の現状について知ることから始まりました。
　最初に北海道森林管理局に行って森林の現状について伺いました。
　最初、私はアロマオイルにしか興味がなく、森林について興味がありませんでした。しかし、北
海道森林管理局でのお話や下川町の森林を活かしたさまざまな取り組みは、私の頭の中にすごく印
象に残りました。
　この経験で興味の視野がアロマから森林へと広がりました。
　３回生のゼミ活動では、森林と人との関わりについて学びました。
　私は、学校の裏にある北海道自然公園野幌森林公園の公園制度について、２つの事例を例に考え
ました。その中で、公園での人々の森林との付き合い方と公園ができる以前に住んでいた人たちの

「モリ」と呼ばれた森林の利用は、まったく違うものだということがわかりました。
　また、ベトナムゼミ研修で訪れた森林に囲まれた田舎にあるナムソン村では人が自然を活かし、
生活のために利用している風景を見ました。
　この写真はベトナムのナムソン村で使える植物を分けている時の写真で、左の道立自然公園は、
真ん中の道路問題の道路です。
　４年生には、アイヌ民族の自然観についても伺いました。
　このような多様な体験を経て、私は「人と自然の関係のあり方について」という卒論を書こうと
決めました。
　このように、私は、最初まったく興味を持っていなかった森林についての学びのさまざまな経験
から卒論のテーマにまで視野が広がっていきました。
　さまざまなことをきっかけに多様に興味が広がる経験は、地域環境学科ならではと感じます。
　森林が人に与える影響はさまざまあります。これと同じように地域環境学科のみんなの興味も多
様です。
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　森に興味がある人、GISに興味がある人、アニメの興味のある人、パソコンに興味のある人、教
育に興味のある人、たくさんいます。しかし、根本的な考え方は、みんな同じだと思います。それ
は先ほども言ったんですけれども、地域環境学科の学びである「広い視野を持ってさまざまな目線
から多角的に物事を考える」という学びが今にもあるからだと思っています。
　時に、このことが就職活動で致命的になることがあります。それは多様なので、自分の専門的知
識をアピールしづらいということです。また、やりたいことが広すぎて、考え方が抽象的になって
しまうことで、自分を悩ませることがありました。
　最後に、私にとって地域と環境についての概念について話します。
　私にとって、地域は辞書の中の地域という言葉は、「土地の区域」のことを示します。しかし、
私は「すべての『場所』のことを示す」と考えています。
　つまり、地域は【地勢的】にせず、もっと広く多様にとらえているのです。私にとって、環境は
よくいわれる自然環境や場所ではありません。環境という概念だと考えています。
　このように「環境」も「地域」も人によって考え方は多様なのです。
　地域環境学科とは、このような学科なので、とても説明できないというのが最初の問いの答えだ
と思っています。
　そのへんにも書いたんですけども、同じ言葉でも人によって考え方は多様です。
　以上で、私の発表を終わります。
　ご静聴ありがとうございました。

−拍　手−

　私は三期卒業生の新井定です。この壇上で話しする機会にあたり、自分が何期生だったか明確に
覚えていないことに気が付き、同期生に質問してしまいました。記憶に自信がなかったもので友人
の力を借りました。
　そんな私が酪農学園大学の地域環境学科に入学させていただいのは、ちょうど2000年でした。
2000年というのは、皆さん、記憶している人が多いかとは思いますが、有珠山噴火の年でした。神
奈川県出身の私は、自分の愛車に乗って関東から東北へドライブし、八戸の港からフェリーに車を
乗せて苫小牧港に向かいました。するとどうでしょうか、ニュースで見ていた有珠山から本当に煙
がモクモクモクモクッと出ているではありませんか、いやあ、北海道と言うちょっと危ないところ
に私は来てしまったんじゃないかと船内で心配いたしましたが、上陸したあとは、ふつうに平和な
北海道、平和な札幌、江別が迎えてくれ、安心しました。
　ただ、やはり、北海道に来て４月にまだ雪があるということには、新鮮に驚いた記憶があります。
　なぜ、北海道の酪農学園大学に入学を選んだかというと、高校時代に三重県の農業高校に在席し
ており、高校２年生の夏休みを利用して、千歳空港からほど近い早来町で住込みの農家実習をさせ
ていただきました。その時に、この目で見た北海道の風景の広さ、それに憧れて、いつかきっと「北
海道に来てやる」と思っていたのです。
　私は、農業高校を卒業した後にすぐ大学に入学したわけではなく、子の頃から好きだった音楽関
係で仕事をしたいとかねてから思っていました、ただ、演奏者としてまったく箸にもかからない程
度だったものなので、じゃあ、メンテナンスをする仕事に就こうということを考えまして、ピアノ
の調律の技術を身につけて６年ほど仕事をしておりました。
　ただ、やはり高校卒業して、社会に出て６年、仕事をしているうちに自分の中でもっともっと勉
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強したいという気持ちが強く心の中に芽生え、それを実現する場所として、地元の神奈川を離れて
北海道、酪農学園大学の地域環境学科にたどり着きました。
　会社を辞めて26歳での大学一年生、だいぶ現役の子たちとは年齢差がありました。年だけとって
いて全然、学びが伴っていなかったもので、大分苦労をしました。特に１・２年生の時は、英語、
数学もありますね、化学とかもあります。そういうものは、完全にポーンと頭から抜けていたもの
で、「すみません、教えてください」と20代後半の男が、現役入学の同級生たちに頭を下げて教え
ていただき、仲間に支えられてなんとかかんとか単位修得し卒業にこぎ着けました。決して優秀な
学生ではありませんでした。
　卒業後、縁あって現在、札幌科学技術専門学校高等課程という専門学校が経営している高校で教
壇に立ち６年が経ちました。札幌化学技術専門学校高等課程では、情報分野、環境分野、電気分野
と自動車分野の４分野があります。
　そして酪農学園大学の地域環境学科卒業生ということで、環境分野を任されています。やはりこ
の地域環境学科で学んだことが、とても役立っています。しかし、もう１つ、２つ、教職の免許の
資格を取り足すようにと、職場からの命令もありまして、卒業後、酪農学園大学で科目等履修生と
して６年半にわたって学ばさせていただきました。ですから、４年間の大学プラス科目等履修生６
年半。合計11年近く実に今年の前期まで、長いながい学生生活をさせていただいたことになります。
　自分が環境学部で勉強したこと、さらに科目等履修生で授業を受けて学んだことをふんだんに活
用しています。特に科目履修生で最後に受講させていただいた宮木先生の講義内容に触発されて、
自分の担当している高校の環境分野で、街路樹の健康調査を実施していきたいと思っております。
調査地は北海道で一番の自動車渋滞地域と思われるすすきの交差点を中心に実施しようと計画して
います。
　最後に自分の夢として、自分の務める高校で環境分野のことを教えているのであれば、自分の母
校に教え子を送り出すことができればと願っております。
　以上です。

−拍　手−

　こんにちは。11期生の上口壮太と申します。
　今、僕は三笠市役所の市民生活課環境衛生係というところで働いています。その名のとおり環境
衛生ということで、ズバリ環境なので、地域環境で習ったことをそのまま直接フルに活用できると
いう感じなんですけども、なぜ市役所に入ったかといいますと、当時、地域環境学科ということで、
僕は自然環境に興味があって入ったわけなんですけども、その中で、正直、知識もないもので、授
業をとれるだけとろうということで、なんでもかんでもとっていたんですね。その中で、海外に行
かせていただきまして、それで外から日本の文化を見れたというのと、その地域の人とか街を見て、
ああ、まちづくりとは、まちのつくりが面白いなと思いまして、今はいないんですけども、河合先
生が地方自治とかやっていまして、その関係でかなり地方自治に興味を持ちまして、まちづくりが
面白いなと思い、地方公務員を考え始めました。
　それで、進路選択で単純に地方公務員という形ではなかったんですけども、教育にも興味があり
ましたので、教員課程もとって、あと環境教育にも興味があったので【学○】課程もとろうという
ことで、なんでもかんでもとっていたわけなんですけども、その中で今後はまちづくりと教育に重
点的に社会に貢献できるように、僕はなりたいなと思って、市役所を受けるようになりました。
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　今なんですけども、環境衛生係ということで、当時習ったことをそのまま、活用できる部署にい
るんですけども、主な仕事というか、分野なんですけども、もちろん環境部門、公害ですね。あと、
衛生部門として、墓地とか火葬場も入って来るんですよ。ごみとか屎尿ですね。あと公衆浴場とか、
イヌ、ネコとか外来生物ですね。本当になんでもやっているんですよ。それで、地域環境でなんで
もかんでも、僕も授業をとってきたんですけども、今の学生はわからないんですけども、当時の学
生も法律関係をあまり好きこのんで授業をとっているというかたが、ちょっといらっしゃらなかっ
たんですけども、それだけは僕は在学中にもっと勉強しておけばよかったかなと思っています。
　公務員ですので、法律関係がたくさんあって、環境となると本当に聞いたこともないようなもの
ばかりなんですね。それで、四苦八苦して、毎日仕事をしているわけなんですけども、地域環境学
科で学んだことでついたことといえば、応用力ですね。（応用力）が僕の中でついたのかなと思い
ます。
　それで、環境衛生係というところは、本当によくわからない電話とか、どうしたらいいんだろう
という問題がかなり多く来るんですね。今、僕が悩んでいるのは、野良猫なんですけども、野良猫
がごみをいたずらするので、駆除してほしいと電話が来るんですけども、そう簡単に駆除はできな
いんですね。これはなぜかといいますと、動物愛護法というのがありまして、野生の哺乳類は駆除
できないんですよね。ましてや、飼い主もいないので、どうしようもないと。それを僕等で捕まえ
て保健所に送ればいいんじゃないかっていう話もされるんですけど、それもできないんですよ、法
律上は。なので、そういったことでどうしたらいいのかなということで、日々悩んで、チラシを配っ
て、野良猫にエサをあげないでくださいですとか、そういった、地域のつながりを大切にしてとい
いますか、住民と一緒に話しながらまちづくりをするということで、僕は大変満足しているんです
けども、そういった考えが、この地域環境学科で学べたんじゃないかなと思います。
　それで、最後になりますけども、大学で学んだことに、僕は無駄はないなと思います。本当に、
つまらないことで、アニメ見たよとか、テレビ見たよとか、そういった話のされているかたも多い
と思うんですけども、そういった経験も今後、社会に出た時に生きて来る時が、僕は必ずあると思っ
ています。
　それで、本当に今年度で地域環境学科がなくなるのは誠に残念なんですけども、学科の形が変わっ
ても、地域環境学科の意思は今後も発揮されるのではないかと。僕等、卒業生がいる限りは社会に
影響していくんでないかなと、僕は思っています。
　本当につたない話で申し訳ないんですけど、これで終わります。
　ありがとうございました。

−拍　手−

　皆さん、こんにちは。三ッ山です。
　私は、第９期生、結構、今回、９期生のかたがたくさん発表してくださって、私も何か一緒に来
てよかったなと思っています。
　今、夕張にあります夕張のホテルマウントレースイのところで、フロントでお仕事しております。
　今回、大学生活で想い出を語ってくださいと言われましたので、私は、環境学科に入ったのが、
そもそも環境学科に入ったのが、ここの学科で北海道アウトドアガイドの資格が取得できるという
ことで、私もその自然が好きだし、いろんな人とも遊べるしということで、入ったのがきっかけで
した。入ってみたら、やっぱり皆さん、たくさんおっしゃられたように、環境というのは自然だけ
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じゃない。ほかにもいろんな社会だったり、さまざまな空間だったりとかという環境のことがある
よと言われて、それでやっぱりそのことに、とても目からウロコが落ちるような驚きを覚えました。
　ガイドのことなんですが、半ば岩井先生にそそのかされるような、そんな感じで、アウトドアガ
イドの方の体験をしました。本当にそれは、皆さんあんまり行かれたこともないと感じたというか、
ガイドのまず、自費をとらなかったと思うんですけど、今まだやっていますか？夏期の実習は、も
うやっていない状態ですか。
　本当に、最初はただの人工呼吸とか救急救命の方から始まりまして、そのあとに、今度、皆さん
そこでやめてしまったかたが多いんですけども、本当はそのあとに釧路実習というのが残っており
まして、本当にこれは皆さん行かなかった人は、多分、後悔します。という具合にすごく面白かっ
たんです。
　でも、最初１期生がやった時にこのガイドが始まった時に行ったので、もう右も左もわからない。
しかも、コンビニない。水道飲まず、あったかくするのもわからないし、そういう宿舎にいきなり
押し込められて、先生はさよなら〜って帰ってしまって。どうしてくれるんだ（笑）。右も左もわ
からないのに、そんな鶴居村っていう村、どこ？みたいなところに置いて行かれしまって、その中
で先輩と後輩と一緒になって、誰かが食事当番で作りながら、そういうふうに実習をやっていった
いうのが、とても想い出に残っています。
　その実習なんですけども、昼間は釧路国立公園、湿原の方に入ってプロのガイドさんから、ガイ
ドの仕方を学ぶというふうになりました。例えば、今このとっても響くホールなんですけど、マイ
クで使っていて喋っていても、いってしまって、皆さん聞こえますか〜ってというふうに、例えば
こういうふうにガイドをしてしまう。そうなると、耳の聞こえない人には、よく聞こえます。でも、
自然の音を楽しみたいというかたには、とても迷惑なことになってしまう。そんなふうに、そうい
うのが環境だよ。周りを見ることだよ、大事だよということをその実習で学んだりしました。
　その中で、夜にカヌーに行きました。普通に夜カヌーって言うんですけど、皆さん、夜にカヌー
されたかたっておられますか。あ、いた（笑）。
　彼女は、一緒に釧路に行ってくれた猛者です。彼女しか、今、この空間の中では、この楽しさが
わからないと思うんですけど、本当に真っ暗な中で、阿寒国立公園の地図に載らない湖のところで、
携帯電話つながらない、人里まで20キロぐらいかかる。なんせ熊出る。そういう場所でカヌーをし
ました。
　本当にその時の衝撃というのは、お金、多分積んでも、払えないぐらいな。それぐらいの感覚で
した。みんなで息をひそめて道を歩いて、熊におびえながら歩いて、満天の星空が空に映っている
だけじゃなくて、水面にも、湖にも映っている。その中をカヌーがスーッと行く。そういうふうな
体験をしました。本当にそれは、皆さんも本当に体験してほしかったなあと。それが体験できるの
が、地域環境学科だったんです。ほかの学科だったり、そういうところでは一切体験できない。そ
ういう場所が地域環境学科にあるということは、私はとても嬉しく思いました。それに、自分の巡
り合わせもとても、ここを選んでよかったんだなというふうに思いました。
　今、ガイドの実習を学んだことによって、いま現在、夕張リゾート株式会社で、ホテルで仕事を
しているんですが、例えばお客さんにホテルをご案内する際に、どのような喋り方で言えばいいの
か。相手はどういう年齢なのか。そういったことも考えられるようになりました。
　あとは、部活とかで、大学生活では楽しみまして、地域環境学科は自然環境が好きなかたがたく
さんおられて、この中ではいますかね。野生動物生態研究会というものに入ってるかたおられますか。
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　あ、誰も知らない。
　マニアックなので、多分。野研という、通称呼ばれていまして、大体、10月ぐらいになったら向
こうの、２階の学生ホールのほうでパネル展とかやっている怪しげなサークルだったんですけど、
そこで、入って、いろんな野幌森林公園に、朝５時半と、６時とか、そういう時間にゴソゴソ、鳥
を見たり植物を見たりして満足していた部活なんですけど。それをやっていて、そこにいる子とい
うのは皆さん隣の生命環境学科の学生さんが一杯いるんです。やっぱり自然が好きだからというの
で入って、そこで動物たちを見たいと人たちが多いんです。でも、こういう人たちって動物には真っ
直ぐ愛を捧げるんですけど、だからといってそれを動物を見たよって誰かに伝えるすべというのか、
そういうのがないんです。
　そういうのが、やっぱり地域環境学科とはまったく違う。やっぱり理系、文系というのもあるか
と思うんですが、動物のそういう知っていることとか、知識だけがあって、誰かに伝えるすべがな
い。専門家、スペシャリストなんだけど、ゼネラリストじゃないというのが、そういうのがあった
りとかして。私は両方を学べる地域環境学科に入ってよかったなって、本当に思っております。
　やっぱり、学生のかたに言いたいのは、そこで出来た、大学生で出来た仲間というのは本当に一
生のものだと思いますので、是非、大切にしていただきたいと思います。
　本当に今の自分があるのは、大学生活があったからさまざまな出会いに、日常の奇跡に感謝した
いと思います。
　長くなりましたが、ありがとうございました。

−拍　手−

司会
　ありがとうございました。
　次は、伊藤さんから天崎健治さんにつながりますけども、ここは本学の４年生の寺澤ますみさん
から２人のメッセージをお伝えしたいと思います。

　地域環境保全学研究室の寺澤ますみと申します。
　今回は、伊藤友香子さんに代わってレビューを読まさせていただきます。

　地域環境学科では、環境、地域、文化、教育、地方自治、法律、国際関係、生態学など、かなり
幅広く、多くのことを学びました。さらに、パソコン演習や大学裏の森、大学から少し離れたまち
へのフィールドワークなど、ぬかるみに足がはまったり、虫が多かったりと少々苦い想い出を作り
ながらも、初めて経験することばかりで面白かったです。
　なので、もう少し学外へのフィールドワークがあってもよかったのかなとは思いました。時には
内容が複雑で難しいもありましたが、ほかのところでは学べないような新たな分野を学ぶことの出
来る学科だったと思います。
　しかし、酪農大なきに、牛と接する機会がこの学科にはあまりなかったという点は、少しもの足
りないところかと思います。
　わからないところは先生方にすぐ聞きに行けるような学生と先生方の距離が近い関係だったのも
よかった点だと思います。また、学生同士も仲が良く、いつも研究室に集まり、よく話をしていま
した。先生方にはうるさかったかも知れないですが、そのように研究室でアットホームに話ができ
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る環境というのは、学生にとって大変嬉しくありがたかったです。
　これらの多くの学びや経験、先生との関わり、友人と過ごしてきた日常を通して、自分の考え方
の幅や視野を広げていただきました。
　地域環境学科で学んだことを活かしつつ、現在、上越教育大学大学院修士課程に進学し、教員に
なりたいという夢の実現に向けて頑張っています。そのように考えられるのは、やはり地域環境学
科で過ごしてきた時間が自分にとって大きく、実りのあるものだったからだと思います。地域環境
学科で学び、多くのかたと関われてよかったです。
　ご静聴ありがとうございました。

−拍　手−

司会
　続きまして、天崎健治さん。北海道教育大学釧路校学務グループ職員です。
　メッセージをお願いします。

　引き続き読まさせていただきます。

　私は2011年３月に地域環境学科を卒業し、現在、北海道教育大学で事務職員として働いています。
本日は、せっかくの特別講演に参加することができず申し訳ありません。
　私は大学職員として働いて、地域環境学科は「学生の知見を広げること」に非常に効果的な学科
であると実感しました。その理由は３点あります。
　１点目は、生命環境学科と環境マネジメント学科と併設されていて、合同で行われる講義もあっ
たため、他学科との交流によって多様な意見に触れることが可能であったからです。これは、学問
的な発展に寄与することはもちろん、学生自身の知見を広め、人間性の発展、資質の向上に大きく
寄与しています。
　２点目は、学科内に多様な研究室があったこともとても影響しています。これにより私たちは多
様な立場からの幅広い知識と見解を得ることができ、１つの問題に対して多角的・総合的に物事を
考える能力を身につけることができました。
　３点目は、文献研究だけではなく、フィールドに積極的に出していただき、さまざまな人と接し、
つながりを作ることができたことも大きな糧となっています。フィールドに行くことによって大学
で得た理論がどのように現場で活かされているか確認することができ、フィールドで得た課題等を
解決するため、大学で学び直しを行うといった理論と実践の往還が可能であったため、私たちの知
見が広がったからです。
　このように考えることができるのは、社会人になってからであり、学生時代は漫然と過ごしてい
ました。友だちの家や研究室に入り浸り、沖縄に行きたいがために理由をこじつけ、ゼミ研修を沖
縄にしたり、ゼミ室でカードゲームをやったり、AKBを流し続けたり、楽しくくだらないことば
かりしていました。こんな私たちが今こうして社会人として働けているのは、学生に寄り添い、温
かく見守り、時に厳しく指導してくださった先生方のおかげです。とても感謝しています。ありが
とうございます。
　卒業した学科がなくなってしまうというのはとても寂しいことですが、これまで地域環境学科で
培われた力は卒業生に息づき、今後の酪農学園大学の発展にも大きく貢献することと思います。



89

　ご静聴ありがとうございました。
−拍　手−

司会
　ありがとうございました。
　次は、本学の４年生、渡邉慎也君。

　皆さん、こんにちは。環境法研究室４年の渡邉慎也です。
　本日は、私の大学４年間の地域環境学科での学びと体験について、そこからどのような学びを得
られたのか。自分自身は、人間的にどのように成長できたのかについて、お話ししたいと思います。
　特に、大学で経験しました新たな人との出会い、つながりという観点にスポットを当ててお話し
します。
　まずは、大学に入学した当初を振り返ってみたいと思います。
　大学入学時は、正直言うと高校生の延長という感覚でした。地域環境学科独特の物事のとらえ方
ですとか、そういうことにとても苦戦し、戸惑いを覚えたのを覚えています。どちらかというと、
一般教養の方が得意で、先ほども森川先生のレポートの課題が難しかったということがあったと思
うんですけど、僕も森川先生のレポートについてすごくよく覚えています。そして、苦労しながら
幅広い分野にわたって、１年、２年と学んできたんですけれども、やっぱり１年生、２年生の頃と
いうのは、１つひとつの講義がバラバラに見えて、何を勉強していいのか、イマイチわからないと
いうことがありました。その当時は、関係性のない別々の講義をただなんとなく受けているという
感覚を持っていたんじゃないかなと、今では思います。
　しかし、次第にそれまで独立していた点に見えていたものが、１つひとつつながって１本の線に
なったり、面になったりするというのを実感できるようになりました。
　例えば、世界の貧困と自分たちの暮らしのあり方だったりとか、都市と農村地域それぞれのつな
がりの持つ発展のあり方ですとか、それまでは別々に見えていたんですけど、直接的な関連性とい
うのがなかったにしても、例えば視点を変えてみたら間接的なつながりがあって、そこからまた新
たな広がってくるものがあるんじゃないかなというのを徐々に理解できるようになってきたと思い
ます。
　３年生以降のゼミで学んだことについてもいくつかお話ししたいと思います。
　ゼミに配属されて以降、私たちの研究室では野幌森林公園と自然公園法について調べてきました。
それとほぼ同時進行という形で別な研修旅行の準備も進めてきました。これは２つの研究室とそこ
に所属するそれぞれの学生の視点で、物事を多角的に学ぼうということで森川先生が提案してくだ
さったものです。
　初めての海外研修ということもあったので、とても緊張しましたし、不安もありました。しかし、
研修中に出会ったベトナムの皆さんの優しさやあたたかさ、そして力強さというのを肌で感じるこ
とができて、私にとってはとても衝撃的な研修旅行だったのではないかなと思います。
　この研修旅行を通じて、実際に経験することの重要さというのを学べたんじゃないかなと思いま
す。「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが、文献などでの調査とあわせて実際の体験が
重要なんだなということがすごくよくわかりました。
　実際に、今日、いま３〜４時間ほど前には、卒論の関係で石狩川の船の上にプカプカと浮かんで
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いたわけなんですけれども、やっぱり本で読むだけの情報だったりとか、ホームページでただ流し
読みするような文章も、そちらも確かに大切かも知れないんですけど、やっぱり自分の目で見て五
感で感じて学ぶというのも、すごく大事なのかなというふうに感じています。
　それで、ベトナムに関連して外国の皆さんとの交流ということで言えば、今年の夏にも力をいた
だいたことができました。マレーシアのサバ大学から酪農学園大学に研修で来ていた学生さんと交
流したことです。
　この時は、３年生の時から継続して行っておりました野幌森林公園の調査の途中報告というのを
英語で発表したんですけれども、３年生と一緒に、実際に森林公園に入って、英語で説明しながら
回ったりもしました。皆さんはマレーシアとことなる日本の自然にすごい興味津々といった様子で、
いろいろ質問されて、もちろん英語なんですけれども、僕たちも頑張って一生懸命、英語で受け答
えしました。かなり、僕は英語全然喋れないんですけど、一生懸命話して、お互いに一生懸命理解
し合おうとしながら、交流を深めるというのも、そこで大事なんだなということが身をもって体験
できたと思います。
　それと、野幌森林公園の報告会の前にミニコンサートを開かせていただいたんですけども、僕は
大学の吹奏楽団に所属しているので、自分の後輩達を誘ってサバ大の皆さんの前で演奏しました。
その中で、その時の写真などをお見せすることができないんですけども、サバ大の皆さんが私たち
の演奏に興味を示してくれて、すごく嬉しかったのを覚えています。
　ベトナムの研修旅行だったり、サバ大の皆さんとの交流から、国籍や文化の違いといった壁を越
えた交流が見られました。特に、僕の続けてきた音楽というのは、言葉とは違った自分なりのコミュ
ニケーションなのかなということをすごく最近、思います。
　最後に、私が経験したことに基づいて、もう１つだけお話しさせていただきたいと思います。
　時間は、少し遡るんですけど、３年の後期の【オンタノ】という音楽イベントです。これは江別
市民と酪農学園大学の地域環境学科の学生なんですけど、あとは３月11日以降の東日本大震災で北
海道に避難してきた人がたとでつくり上げた音楽祭でした。江別近辺に避難してきた皆さんが顔を
上げて、笑顔で心底音楽を楽しみたいという、そんな想いからこの企画が立ち上げられました。
　で、私自身が福島県出身ということがあったので、１人でも多くの人が、この音楽祭を通して癒
されてくれれば、元気になってくれればという想いをもって参加しました。
　こういった音楽祭に参加することで、新たなつながり、人と人とのつながりが生まれましたし、
今でもその時出会った皆さんと連絡を取り合ったりとかすることもあります。
　こうした今までの経験、地域環境学科の４年間での学びや経験から、国籍や文化の垣根を越えて、
言葉とは違うコミュニケーションがあるということに気づくことができました。私にとって音楽と
いうのは１つのコミュニケーションの手段であり、ちょっと語弊があるかも知れないんですけれど
も、自分自身の武器なんじゃないかなというふうにも考えています。
　地域環境学科ならではの多角的な考え方だったり、枠にはまらない自由な考え方、異なるものを
理解し、受け入れようとする態度というのは、地域環境学科での経験を通じて学び、音楽を通じて
実践してきたのじゃないかなというふうに考えています。
　地域環境学科というのは今年度一杯でなくなってしまうんですけれども、こうした考え方だった
り、その実践が各研究室だったり、他学年だったり、他大学との交流といったふうに発展性をもっ
て継続していければ、よりよいものになるんじゃないかなというふうに思います。
　私自身は、そうやろうと思って出来なかったということもあったので、今後、学科は変わってし
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まっても、そういった活動というのは是非、続いてほしいかなというふうに考えています。
　長くなったんですけど、以上で私の話を終わりたいと思います。
　ありがとうございました。

−拍　手−

司会
　はい。ありがとうございました。
　パネリストの皆さん、そして現役２名の学生さんありがとうございました。
　このあと、質問等を受けたいと思います。

　こんにちは。獣医学科５年の近藤と言います。
　自分は、地域環境学科に2007年に入学して、卒業した場合10期生にあたると思うんですけど、２
年生まで在学していて、２年生の時は、休学はしたくなかったので仮面浪人ということで、一般
の学生と同じように授業を受けながら、休み時間はずっと中央館で勉強という日々を続けました。
2009年から獣医学科に再入学したんですけれども、その獣医学科へ移ってからも、やっぱり地域環
境で学んだことというのは、活かされているなというのは感じました。というのは、自分自身は、
もともと獣医になりたかったので、内部進学というのもあって、内部からの方が入りやすいのでは
ないかという邪道な考え方ではいってしまったんですけれども、それで、この地域環境学科で学ん
だ時に、皆さん何人かおっしゃられましたけど、ゼネラリストであるということと、スペシャリス
トであるというような視線を学ぶということと、あとあらゆる角度からいろんな物事を見つめてそ
れを考えるということの重要性というのを学んだ気がします。
　それが活きているというのはどういうことかというと、獣医に入ってから気づいたんですけれど
も、例えば、こういう講演会なんかで手を上げて発表するというような人たちは、まずいないです。
獣医学科には。なぜかというと、的を射ていないことを言ったら恥ずかしいからとか、あとは何か
聞くのが恥ずかしい。こうやって立って話すのが嫌だというような人たちばかりで、ああ、そうい
うところなんだみたいな、そういうのが地域環境で学んでいる者からしたら、逆に今のように積極
的に質問したりすることが普通だったりしますし。あとは専門的な内容というのはいっぱい学ぶん
ですよね。薬の勉強だったり、感染症の勉強だったり、あとは、牛のこと馬のこと豚のことという
ふうに、本当に専門的なことをいっぱい学ぶんですけれども、じゃあ、それを横でつなげて、横断
的な勉強の仕方というのは、皆さんしないんですよね。当然、テストがいっぱいあって忙しいとい
うような理由はあるんですけれども、どうしても薬の勉強だったら薬のことしか考えないし、感染
症の勉強だったら病気のことしか勉強しなくて、横のつながりという見方で勉強するということを
しないんですけれども、そうすると皆さんが言われているように、スペシャリストにはなれてもゼ
ネラリストにはなれないんですよね。
　で、今、自分が獣医学を学んで一番問題だと思っているのは、動物の病気は獣医だけではどうし
ようもできないというところ。一方で人の病気というものは、医者だけではどうしようもできない。
じゃあ、獣医と、動物の病気と人の病気というので関わって来るところは何かというと、獣医もそ
うだし医者もそうだ的な、それ以外の人たちも協力して１つの環境というものを考えていかなきゃ
いけないというところが大きな課題として上がってきているんですけれども、自分がそういうこと
に対して興味をもてたというか、これからそういうことに対して学んでいく必要性があるなという
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ふうに考えることができたというのは、やはり地域環境時代にそういう多様な視点から学ぶことの
大切さというのを教えてもらったということと、スペシャリストあり、ゼネラリストでありなさい
ということを指導してくださった先生たちのおかげだなあというふうにおもっています。
　ちょっと、何かまとまりのない感じだったですけど、以上です。

−拍　手−

（10）地域環境学科OG/OBより寄せられたレビュー

Ａ−１　新井　　定　３期生　OAシステム研究室（札幌科学技術専門学校　高等課程　教員）

地域環境学科、酪農学園大学への感謝

　地域環境学科卒業後、現在は札幌科学技術専門学校高等課程の教員として勤務しています。本校
は情報・環境・電気・自動車の４つの分野に分かれており、２年次より１つの分野を選択して学習
を進める教育課程をとっています。この４分野を開設するにあたり、環境分野の担当者として教壇
に立つこととなりました。
　担当している環境の授業では学校敷地内や近隣公園の植物・樹木に着目しての調査や河川の水質
調査等を行っております。また、道内最大の都市、札幌市中央区において街路樹の健康調査を生徒
たちとともに取り組もうと計画しています。
　しかし、浅学な私が授業を行うに際して力不足を感じる事も多々あり、在学当時に私が身に付け
ることの出来なかった実学的な力を補足ため長らく科目等履修生として通学させていただきまし
た。本学へ科目等履修生として通学させていただいた年月は実に６年半に及び、10年以上のあいだ
酪農学園に学生として通った事となります。仕事のかたわら大学へ講義を受けにくると、やはり言
葉に出来ない安心感を得たものです。
　卒業後、社会人でいながら大学へ通う事を許してくれた上司と同僚たち、科目等履修生として長
く受け入れてくださった酪農学園大学諸先生方へ感謝しています。

Ａ−２　市川　友香

地域環境学科に寄せて

　地域環境学科ってすごくでっかい器の学科だったと思います。だから、とにかく色んな人が集まっ
てた。
　だって環境って一言で言っても動物生態だったりエネルギー問題だったり精神環境だったり、生
物学、物理学、社会学、哲学、色んな視点がある。だから色んな思考タイプの人間が集まってまし
た。それでいて環境ってことを軸にしているから、一体感がある。ときに意見が対立しちゃったり
するのも楽しかったです。おかげで、どんな考えの人間が現れても、一先ず受け入れるっていう能
力がつきました。卒業して、いわゆる世間ってやつに片足つっこんでるわけですが（どっぷりはム
リでした）、たいへん役だっています。ただし、身分をわきまえて意見し行動するには、だいぶ時
間がかかりましたが…（笑）。
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Ａ−３　近江　早希　12期生　地域国際関係論研究室

地域環境学科で学んで

　私は地球の環境問題について、どうすれば現状から進展することが出来るのかということを学び
たくて、この学科を選びました。実際入ってみると「解決」するためには、様々な問題があったり
難しかったりと、そう簡単な事ではない事も分かりました。
　またこの学科にはフィールド実習、地域実習、海外実習などがあり、特に海外実習では、日本以
外の友人をつくることが出来た貴重な体験でした。
　この学科で出会った全ての方々、本当に有難うございました。

Ａ−４　大原　譽丈　（北海道農業近代化技術研究センター）

　地域環境学科は文理融合の学科であり、様々な分野を広く学ぶことが可能でした。
　同じテーマでも様々な切り口からアプローチする先生・学友から多角的に物事を考えることを教
えられました。このような考え方は実社会でも有用であると感じています。
　しかし一方で私を含め専門性に乏しい学生が多かったことも事実だと思います。学生自身の怠惰
によるところも多いでしょうが、学力を担保するためにも専門資格等のカリキュラムを充実させる
ことなども必要だったように感じています。
　ゼミではGIS（地理情報システム）を用い“空間”という切り口から環境問題の分析・解決方法を
学び、就職後もGISでの解析を主業務の一つとしています。卒業後にもかかわらず技術面で壁にぶ
つかった時に相談にのってくれた先生には本当に感謝しています。学科・先生方の存在を心強く思っ
ているのは私だけではないはずです。れからも酪農学園の卒業生たちが様々な分野へと羽ばたいて
いくことを期待しています。

Ａ−５　尾崎　寛幸　2012年　キリスト教学研究室

　大学３年次に環境システム学部環境マネジメント学科から地域環境学科へ転学科した私は慣れな
い環境のなかで学問に励んでいました。 北海道で２番目に大きい敷地を持つ大学のおかげかわか
りませんが、先生方と学生は転学科した私を快く受け入れてくれたため大学生らしい苦悩と楽しさ
を享受することができました。 独りで書籍を読み耽ることよりも快く受け入れてくれる先生方と
会話することによって新しい発見が生まれたりと刺激が多いキャンパスライフを過ごすことができ
たと思います。大学院へ進学したのも地域環境学科での刺激と月日があったからだと思います。今
後は中国にある大学で日本語教師として教える側に立ちますが、視野狭窄になるのではなく広大な
心で指導していきたいと思います。

Ａ−６　上口　壮太

　今の自分があるのは地域環境学科で学んだおかげです。当時環境の意味もわからず興味のある授
業は手当たり次第うけていました。特に自然環境が好きで動植物について興味をもち学んできまし
た。大学時代に海外に行けたのも今の自分に大きな影響をうけました。地域環境学科はその名の通



94

り、多岐にわたる分野の集合体で、興味深い学科であり多くの経験をさせて頂きました。その経験
の中で、自分の将来についてのイメージをえがけたのではないかと思っています。
　現在は三笠市役所環境衛生係という部署で仕事をしています。名前の通り環境衛生にまつわる仕
事をしています。日々、力不足を痛感しているところですが地域環境学科で学んだことを最大限活
かせる環境でないかと思っています。
　今、自分が感じていることは、大学で学んだことに無駄はないということです。特に地域環境学
科で学んだことが必要となる時が人生の中で必ず訪れると思います。
　今年度で地域環境学科がなくなるのは誠に残念です。学科の形は変わっても「地域」の力が今後
も発揮されることを願っております。

Ａ−７　北島　航一

地域環境学科で学び、今の自分

　地域環境学科に入学して、最初は資源・地域の環境がどうなっているかを知りたいと思っており
ました。資源・法律などたくさんの環境がこの世の中にあり、深く関心を持つことができました。
３年生からは牧原先生の研究室に入り、運動をメインとして環境について学ぶことになりました。
もちろんいろいろなスポーツを行い、先輩・後輩達との仲も深まり、決断力はどこにも負けない研
究室と自分は思っています。
　４年生になってからは、就職活動を中心に行うのが、普通だと思います。自分は履修数が足りなく、
授業に専念ばかりしていました。10月ごろ先生から「そろそろ就職活動したほうがいいぞ。」と言
われ、改めて自分が何をしたいのか考えることにしました。
　いろいろ考えている時に先生から「何をしたい？」と聞かれたときに、人の助けになる仕事をし
たいと思い、公益財団北海道盲導犬協会へ勤めたいと思ったきっかけです。北海道・東北地方の地
域を知り、視覚障がい者がより安全に歩行できる指導に繋げていきたいと思っております。

Ａ−８　木村　駿介　2009　地域国際関係論研究室

　地域環境学科は、学生が学びの中心となって学びを深める様な環境がありました。例えば、2005
年には地域環境学科の学生を中心として開催した民族問題についてスポットをあてた「多文化交流
フェステバル」、2006年には江別市内の不法投棄の改善をコンセプトにした「リサイクル市」、また
公平な貿易を目指す「フェアトレード」などのイベントです。
　そして、社会人となり、自発的に物事に対して取り組む姿勢がいかに大切であるかを私個人とし
て日々痛感しています。そういった経験から強く感じているのは、地域環境学科に所属していたこ
とが、社会人になった後、いかに重要であったかをひしひしと感じているということです。
　「客観的に問題を分析し、主体的に行動する」。このことが森川先生から一番教えてもらったこと
ではないだろうかと、今回のレビューを考える際に思いました。地域国際関係論研究室に在籍して
いる時の私の興味関心は民族問題です。なかでも現在の日本におけるアイヌ民族の社会的状況です。
この問題については高校時代まで興味関心のなかった、というよりも全く知らない問題でした。し
かし１年時にふと、アイヌについて調べたいと思ったときに、岩井先生のゼミ生だった４年生だっ
た市川さんが、「多文化交流フェステバル」を企画している旨を教えてくれたのが関心を持つきっ
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かけになりました。
　同フェステバルの中心的な活動を担っていたのが天願さんなどの地域国際関係論研究室の先輩方
でした。当時の同研究室は、そういう先輩の多い研究室でした。
　そしてなにより森川先生の問題提起が私にとっていつも興味関心のある対象でした。AALAの
国々を通して、植民地主義の歴史と経済関係の状況について学び、学生が主体となる中で学んでい
く経験は私にとってとてもエキサイトのできる環境でした。
　現在（2013年）、秘密保護法や原子力発電を使用する事に対しての問題提起など、在学中には直接
的に関与しなかった問題が様々あります。これらの問題は現在だけでなく未来にも関与する影響のあ
る問題です。また、そういう問題に対して、自分はどのように考え行動できるか、という主体的な存
在となって活動することの意味と価値について、研究室に所属するなかで学んだ様に思います。
　森川先生には在学中、大変お世話になりました。また、今回退職されるということで、長い間、
職務お疲れさまでした。退職後もこれまでと同様にご活躍されることと思いますが、どうぞお体に
はくれぐれもご自愛のほど御祈り申し上げます。

Ａ−９　熊谷　恵利　2012年度　地方自治研究室

　卒業して、まだ一年も経っていませんが、大学が懐かしくてたまらないです。地域環境学科で過
ごした４年間は充実したものであったと思います。自然溢れる北海道、江別で実習したくてこの学
科選びました。釧路湿原での実習、環境フィールド実習、地域実習、海外実習とすべてに参加する
ことができ、本当に多くの体験を得られました。人数が少なく個性的な同級生達でしたが、卒業し
た現在も連絡を取り合い会ってくれ、心から良い仲間に出会えたことに感謝します。ゼミでは、２
年間河合先生にお世話になり、体の負担になっているのではないかといつも不安でしたが、一緒に
卒業することができ、素敵なゼミの卒業生の方々とも知り合うことができ感謝しきれません。あり
がとうございました。

Ａ−10　小島　瑛介

　私にとって酪農学園は、もっといえば地域環境学科は、北海道で過ごした７年間と密接につながっ
ていた。大学４年間とその後の、北大修士課程２年間、さらには地域環境学科での研究生としての
１年間の計７年間、常に何らかしらの形で関わりを持っていた。そんな母校好きの私が７年間を通
してこの学科で感じたことなどを率直に、悪く言えば好き勝手に述べたいと思う。
　まずあまりよくない話をしたい。地域環境学科はまさに“環境”をうたった学科であるが、“環境”
というのは非常に漠然としており、環境学科というと、いまいちどんな学科なのか、何をして、何
を目指し、何になるのか、あいまいで少々うさん臭いイメージすらある。実際、どこの学科という
わけではなく、そのような意見を何度か耳にしたこともある。ではこの地域環境学科はどうなのか
というと、その“環境”の意味も人の社会環境から自然環境までいくつかの意味を持っており、生
徒によって何に興味をもって入ったのか、その方向性の差が比較的大きいように感じる。また、社
会環境にしても自然環境にしても、その学んだことをそのまま生かせるような就職先の間口は圧倒
的に狭く、卒業生の多くが“環境”や学んだことと直接的には関係のない仕事についている。さら
にもし、関心をもった“環境”についてより深く研究をしたいと考えた時に、その先の土台がない
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こと、そもそも研究的思考、論理的展開を授業として学ぶ機会がなかった。
　それでは私にとって地域環境学科が低評価かといえばそんなことはない。むしろ私がここで得た
ものは非常に大きかった。それは何よりもまず“人”だ。私が学校生活の中で知り合い、現在は全
国各地にいる先輩たち、後輩たち、そして友人達の多くは今なお繋がっており、頻繁に会えるもの
もいれば、会うのが難しいものもいる。しかし、連絡を取る頻度に関わらず、彼らから得られるも
のは大きいし、全国各地の多くの場所で誰かしらに会うことができる。そしてそれは何も学生に限っ
たことではなく、卒業後も懇意にしてくれる先生方、職員方、学校での様々な活動をとおして知り
合った方々といったどの“人”であっても本当にかけがえのない資産である。
　このかけがえのない資産を得たという私の評価は、あまり地域環境学科の評価とは関係の無いこ
とのように思えるかもしれない。しかしどこの学校、どこの学科でも同じように得られるものでは
なく、ここの学科がもつ雰囲気であったり、様々なことを容認する間口の広さであったりが作りだ
したものであると考えている。その評価は単純に学生数、授業内容や卒業後の進路といった特徴だ
けでは計りえないものであり、ここの学科だからこその価値であったと思う。
　またこの学科では、時には倫理を学び、時には生き物を、また時には心理であったり、国際社会
であったり、エネルギーであったり、法律であったりと、様々なものに触れるきっかけがあった。
それはごく導入的な部分でしかなかったかもしれないが、それらの中で、各々が新たに関心を持つ
ものがあったのではないだろうか。そしてほんの些細であっても確実に視野が広まったことと思う。
この少しの視野の広がりが人生をより実りのあるものに変えてくれているはずだ。
　私のことでいえば、もともと生き物にしか興味がなかったが、授業としての海外研修、そして無
理を言って参加の機会を与えてもらった他ゼミの海外研修の２度の研修で得た経験が、国際的なも
のごとへ関心をもつきっかけになり、そこからの広がりや、この学科で得たその他多くの経験から、
語学への関心、人間社会への関心、また様々なことへ関心を持つことでそれらからのフィードバッ
クにより生き物や自然への捉え方にも変化が出てきた。
　以上のように、決していい面だけでは語れないが、私は、私にとってはこの学科の存在意義は非
常に大きかった。私とは反対に、大したものを得なかったと思っている学生もいるかもしれない。
たしかに、例えば授業の範囲は広く、それゆえにより深い部分では学べないことなどもあっただろ
う。しかし、それ以外の色々な面でどう自分から関わっていくか、それ次第では様々なことができ
る環境ではあったし、サポートも受けられたはずである。
　最後に、先生方を含めお世話になった方々、本当にありがとうございました。地域環境学科がな
くなってしまうのは非常にさみしく思うが、関わってきたたくさんの思い出や経験を大事にしてい
きたいと思う。

Ａ−11　後藤　健一　2001　地域環境保全学研究室

　地域環境学科では、「環境」とは何かというところから始まり、文理問わず広く学べる学科でし
た。研究室を選択する際には、社会環境分野・自然環境分野をはじめ広い選択肢がありました。た
だ、私が一期生だったということもあってか、環境という壮大なテーマの前に、自分の方向を絞る
のが大変そうな学生も多くいたように感じました。研究室では、もっと知りたい・学びたいという
気持ちをぶつければ、教授から多大なサポートをいただけたほか、他所の研究室に質問に行っても
多くの教授から親切なアドバイスをいただけました。地域環境学科で過ごした４年間は自発的な学



97

びの楽しさを感じた時間でした。

Ａ−12　真田佳奈江　2008　地域国際関係論研究室

　自分やしくみを変えることでよりよい社会や世界にできると教わりました。仕事の上でも自分や
周りをより良くしようと思う時、イベントを自ら企画・実行する地域環境の先輩や後輩、仲間の姿
が思い浮かびます。行動が大事だということが先輩の姿から自然と学べたと思います。海外で仲間
と学ぶ機会が何度もあり、そこに暮らす人たちとの交流は世界の出来事や自分とのつながりを実感
できるきっかけでした。その実感は今でも続いています。現在は日本の着物を今の暮らしに落とし
込み、人の心をより豊かにしたいと本気で考える社長の下で働いています。日本を感じ振り返るこ
とは世界の中の日本を見直し、生きるヒントになると考えます。そう思うのは地域環境で学べたか
らだと思います。

Ａ−13　志田（旧姓　鈴木）　理恵　１期生　資源再利用学研究室

　地域環境学科での学びのうち、今でも私に影響を与える言葉があります。
　一つ目は「草の根運動」、二つ目は「Think globally，Act locally」です。現在、就職課職員とし
てやりがいを感じられるのはこの言葉のおかげです。
　私は、ガイダンスや講座運営などの就職支援をしています。面談をする学生はごく一部ですが、
就職支援はその学生が社会人として各地域に貢献する第一歩を支えることだと感じています。特に
地域環境学科の学生が持つ持続可能な社会のための総合的な判断力は、どの業界でも生かされ社会
貢献してくれると確信しています。
　地域環境学科の学びは本当に多彩でした。私にはすべてが新鮮で自由で前向きな学問でした。一
方で、学科としての専門性が捉えづらいことや、技術習得のための行動不足を卒業後に反省したこ
とも事実です。それでもここでの学びが私の職業選択に影響し、今職員としてここにいます。
　卒業生の皆さんと来春卒業の皆さんには、この機会に地域環境学科での学びを再確認し、自分の
置かれている社会や生活の中で生かして欲しいと願っています。

Ａ−14　島崎　太郎　2002　地域国際関係論研究室

　大学時代に勉学を怠っていたので、その穴埋めをするのに相当の苦労と時間を要しました。企業
人となってからは、其の分寝る間を惜しんで勉強に勤しみました。愚者は経験に学び、賢者は歴史
に学ぶという言葉があります。皆さんがどちらを選択するかわかりませんが、やるべきことを着実
にやることで、可能性やチャンスを掴む機会は増えていくと思います。諸先生や仲間に恵まれたこ
とが何より自分にとっての財産であると感慨にふけりつつ、結びとさせて戴きます。

Ａ−15　庄子　晶子　2004　環境生態学研究室（在オックスフォード）

　今年度で地域環境学科が閉鎖されると聞き、大変残念に思っています。本学科は、環境をテーマ
に幅広く学ぶことができ、私も知見が乏しかった国際協力や資源再利用等について関心を持つよう
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になりました。また、大学卒業後に海外留学を目指していたため、マーク・ブラジル教授から英語
での研究指導を受けられたことは大きな財産となりました。今後も御大学には、国際社会で競争し
うる人材育成を目指した学科作りを期待しています。

Ａ−16　城越ゆかり

　故郷から遠く離れた地で自活したいという想いを持ち、酪農学園大学に足を踏み入れました。大
学の歴史を知る中で私がここに来た意味があったのだと感じました。創立者の黒澤酉蔵氏がこの学
校を創るきっかけの一つとなった事が、足尾鉱毒事件で田中正造氏と共に闘った事です。私は渡良
瀬川の近くに住んでいましたし、足尾鉱毒事件で被害となった土地に木を植えた記憶もあります。
地域環境学科は、黒澤酉蔵氏の想いの一つでもあり、意味のある学科だったと感じています。経済
優先の世の中で、どのように自然と人・地域が共生する事ができるのか。その答えがこの先の未来
を創ってゆくのだと思います。私はこの学科で学べた事を感謝しています。

Ａ−17　鈴木　裕太　2012

　今、大学生活を振り返ると、良い人間関係に恵まれ、とても良い時間を過ごしたな。と思います。
　地域環境学科の良かった点は「独自性」だと思います。
　自分達以外の年代、学年に余り関心が無かったので何とも言えませんが、自分は同期の中でも実
習や先輩の調査に参加した人間なので、他人には出来ない体験を数多くしました。
　ブルネイの海外実習や、１年の時に行った釧路湿原での実習や、知床の山中に許可を得て入り調
査したり、屋久島での調査も滅多に行けない所に行き、自分の五感でたくさんの物事を感じ取れる
取り組みを行っていた事が自分の現在の世界観や物事の考え方、人間関係の果てまでにも影響を与
えられました。
　自分の周りは実習で同じ時間を過ごしたメンバーが多いので、これらの体験はかけがえのない友
人ももたらしてくれました。
　小川ゼミに集っていた人々も大多数は同じ実習に参加してたメンツが自然と集まって来ていた程
です…
　大学生活が終わった今感じる事は、他の大学ではやっていない事が出来た事がこの学科の最大の
魅力であったと思います。
　得たものは他の人が出来ない事を、やる気や勇気を出し、努力をした人はかけがえの無い物、体
験を手に入れる事が出来た事です。
　後輩から聞いた話だと自分が体験した実習が廃止や内容が変わっていたりしている事を聞き、少
し残念な気持ちです。
　勿論、大学や学科中身が変わり、授業や取り組の方向性が変わることは仕方ありませんが‥次に
今後活かして欲しい点については…
　しかし、自分はこの独自性は実際に社会に出て学んだ事が活かされているかと聞かれれば、答え
は活かされていないと思います。
　地域環境学科の取り組み内容は就職に強くないという弱点があると思います。
　獣医、酪農学科や食品関係の学科は学外の人でも将来どのような道に進めるか大まかに見えます
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が、地域環境学科は学外の人はどのような勉強や取り組みをしているか分からないですし、在籍し
ていた自分も分からなかった、見えてこなかったというのが本音です。
　大学の授業で学んだ、環境や自然、国際関係論、ゼミで学んだGIS等も社会に出れば活かせる機
会はほぼ皆無に等しく、その道に進みたい！極めたいと思っても、大学院に進む選択肢は経済的に
断念せざる得ない人間も居ます。
　また、地域環境学科で取り組んでいた内容の職も現時点ではの門戸も狭く現実的では無いと今で
は思います。
　自分も地図関係や自然関係のガイドにとても興味がありましたが、大学院進学は経済的、家庭環
境的にも難しく、就職を選んだ人間です。
　そして、社会に出て自分は建築関係の仕事に就きましたが、大学で学んだ事は話のネタになって
も武器にはなっていません。
　大学での研究は新しい技術等の発展には欠かせませんが、その道に進める人も少数だと思います。
　自分の同期でもまだ就職できていない人も居ます、確か自分達の代は就職率が悪かった記憶があ
ります。その人自身のやる気等の問題でもありますが、後輩達が大学卒業後の長い人生に苦労しな
いよう、将来に繋がるような取り組みや自分が魅力だと感じた独自路線で仕事に就きやすくなるよ
うな、企業と大学や先生間の繋がりが深く、強くあれば良いと思います。
　自分は今後、地域環境学科の後継の学科がどのような方向性に向かうのかは知らないのですが、
大学の４年が無駄にならず、将来に繋がる勉学、体験ができる場であって欲しいです。
　以上です。
　長々と失礼しました。
　大学生活は学生生活で一番充実した時間を過ごした時なので、更に良くなってもらえればと思い
書き記しました。
　宜しくお願い致します。
　今度、後輩と飲んだりする機会やガラスが割れたり、車のフロントガラスに飛び石が当たったり
したら呼んでください。
　それでは失礼致します。

Ａ−18　園原（旧姓　鈴木）　綾香

地域環境学科で過ごした日々　総括

　北海道の大自然に憧れて静岡県からやってきた私にとって、酪農学園大学のキャンパスは美しく
のびのびして、興味のある分野に自由に挑戦することを後押ししてくれました。
　当初は自然環境に興味を持っていた私ですが、突き詰めていくにつれ教育分野に興味を持ってい
たことを自覚しました。
　地域環境学科では、社会環境も視野に入れたカリキュラムを組んで下さっていたため、教育分野
を中心に学びを進めていきました。教員過程を履修し、児童心理や現在の教育現場をとりまく環境
を、机上だけでなく実際に多くの現場に入ることによって肌で感じることができました。
　札幌市内の普通高校、定時制高校、朝鮮学校、美瑛の中学校に、教育実習先の母校の中学校。フィ
リピンのミドルスクールに見学にいかせていただいたり、２ヶ月間アデレードのミドルスクールに
アシスタントとして入らせていただく機会を得ることができました。
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　子どもの成長にかかすことのできない愛情の大切さ、生活水準と教育が密接にかかわっているこ
とを、多くの現場に基づいた視野から考察できたのは、日本という枠にとらわれず自由でのびのび
した研究をさせていただけたおかげだと思っております。
　結果として、社会科の教員免許を取得したものの教員の道を選ばなかった私に、実際の教育現場
でこれらの経験を生かすことはできません。職につなげて目に見えるような結果は現時点では残せ
てはいません。
　しかし、これからは母親として地域の一員として、子どもの成長を見守っていこうと思っており
ます。きっとこれらの経験が自分を助けてくれると思います。
　挑戦する機会を与えて下さった、地域環境学科には心から感謝しております。

Ａ−19　高橋　明裕　2013

　私は地域環境学科で酪農学園大学の広大な自然溢れる豊かなキャンパスないで学門を学べたこと
は幸せだったと思います。初めての１−２年生のは基礎知識を学んで行きました。基礎知識でも覚
えることが大変でした。今思えばあの講座受講しとけば良かったと思う講座もあります。３−４年
生になり次はゼミで専門学科を学ぶことになりましまた。私は都市空間情報学という研究室で専門
学科学ぶとになりました。専門学科では主にGIS（Geographic Information System）地理情報シ
ステムを使い空間の情報を調べたり、googlearthを使用し年代毎に地形の変化確認し何が起きてこ
うなってしまったのか？などをやってきました。卒業論文では二人での共同で作成することになり
風倒木について論文を作成しました。
　今は卒業して働いていますが、また酪農学園大学で広大な自然の中で学問学びたいです。

Ａ−20　田島　温子　５期生　地域国際関係論研究室

地域環境学科を卒業して

　医療系を第一志望にしながら、結果縁あって当学科に入学しました。学科はつくられて間もなく、
自分は力なく、初めは何もないプレハブ小屋の中にいるような印象がありました。しかし、だから
こそ多くの出会いを大切に、仲間や人脈に恵まれ、豊かなキャンパスの中で多くの分野のドアをノッ
クし、開拓精神を身につけることができました。そして何よりも先生方の学生への情熱に育てられ
たと思います。学科との出会いに感謝しています。

Ａ−21　富樫　秋穂

　おはようございます。先生方はお元気ですか？
　ブラジルゼミ卒業の富樫です。
　遅くなってしまい申し訳ありません。コメントを送ります。間に合わなかったらごめんなさい。
　私は大学に入ってカヌーばっかりやって、あまりまじめに勉強していなかったのですが、友達と先
生にはとても恵まれたと思っています。地域環境学科が、「地域環境」を多角的に捉える学科だった
ため、友達も先生も多様でした。大学なので本当は「知識」をもっと学ぶべきだったかも知れませんが、
私は多様な友達や先生から、「考え方」を学んだように思います。とにかく楽しい４年間でした。
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Ａ−22　那珂　武夫　７期生　環境文化論研究室

地域環境学科での出会いに感謝して!!

　私が酪農学園大学地域環境学科で学んだ多くの物事の中で、何よりも誇れるものは「人との出会
い」です。
　大学で自分の学びたいことや、興味関心のあることに４年の歳月を使えるという事はとても広く
自由な環境でもあり、またその反面、自分の向かうべき道や目標を見つけるに至っていない学生に
とってはとても狭く短い時間でもあります。
　入学当初の私は後者の学生でした。幼いころから酪農学園大学のその広大な緑あふれるキャンパ
スに憧れのみを持って入学した私は、夢や目標を叶える為に入学した他の学生に比べ、単調な学生
生活を送っていたと思います。
　そんな私の気持ちが大きく変化していったのは、大きな夢や目標をもった学生や教授、学園外で
出会った多くの人たちとの出会いのなかからでありました。
　当大学は他の道内の大学と違い、道外から多くの学生が入学します。これまで長く付き合ってき
た同年代の友人しか周りに居なかった私にとって、年齢や思考が異なる人たちの中での学生生活は
非常に新鮮でありました。特に地域環境学科を志望する学生には、自然・動植物・環境文化を相手
にしたいという大きな夢を持つ人が多く、それらが言葉で伝える事が出来ない分、ストレートな熱
意で伝えてくれる人が多くいました。その中でこそ私も新たな友人たちに素直に本音を語ることが
出来る人間に変わっていくことができるようになったと思います。この様にお互い気兼ねすること
なく、時には厳しく時には大らかに、本気で議論を交わすことが出来た経験は、社会に出てからの
私に大きな影響を与えています。
　就職先のJA道央では共済事業を担当しております。私の業務内容は現在は共済商品の販売であ
り、お客様は下は十代から上は九十代までと幅広い年齢層の方たちです、その中で問われるのは、
自分の気持ちを相手に率直に伝えるコミュニケーション能力です。上辺だけの取繕った気持ちでは、
なかなか相手に信用してもらう事は出来ません。100%お客様の気持ちや考えを理解しようとして、
より良い商品を自分の言葉で誠実に伝えることが何よりも重要です。
　幅広い層のお客様に商品を販売する共済事業は、JA職員の中でもその担当が嫌がられる事業な
のですが、私はその中で毎日楽しく業務を行っております。それは、多くの友人と本音で語り合い、
多種多様な講義の中で大勢の教授や広く活躍されている年長の人たちと話をする中で培われたもの
と考えます。相手の言葉に耳を傾け尊重し敬う心を、当学科ではぐくむことが出来たおかげで今の
自分があると確信し感謝いたしております。
　人との出会いに感謝し大切に思うこと、この気持ちを持てた事こそが酪農学園大学地域環境学科
での私の大学生活の全てであり、これからの私の人生の要諦であると考えます。

Ａ−23　永井亜夢朗　2012　地域国際関係論研究室

　私はこの学科を通して持続可能な社会の実現について学び考えるようになりました。現在におい
て、先進国の経済活動が優先され、一方で南の国の環境破壊や資源の枯渇が問題視されています。
そういった意味では一つの豊かさが徐々に失われていると言えます。例えば買い物一つとってもフェ
アトレード商品のような環境配慮、そして搾取されない対価の支払いがなされた地域間のバランス
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を取れた物を選択する事によって身近な所から国際社会について関わっていける事を学びました。

Ａ−24　中川　喜貴　2013　地域国際関係論研究室

感　　謝

　カリキュラムについて：地域・環境というテーマについて、国際関係、地方自治、法律、植物、哲学、
など幅広く学問として学べる点は高評価です。組込まれた実習も、地域に根差した内容のものばか
りで、卒業後、実社会においてビジネスパーソンとしながら‘環境’というものにどうかかわり続け
ていくかについて経験できたと存じます。
　とりわけ、講義「地域理解」、「環境法全般」、実習「釧路アウトドア実習」、「ゼミ海外研修」に
おいては、自分ひとりでは学びえない学習にふれ、今でも明瞭に覚えています。
　総括すると、環境問題と国際関係について広く学びたかった私にとって、ふさわしい場であった
と思います。改めて、4年間ありがとうございました。これからは、社会を舞台に邁進して参ります。

Ａ−25　中野晋太郎　2002　地域国際関係論研究室

　地域環境学科卒業後、島根県立大学大学院北東アジア研究科にて修士課程を終了し現在は、JA
北海道厚生連遠軽厚生病院医事課に勤務しています。
　この度地域環境学科のレビューのお話を頂きましたので、在学中・卒業後を通して感じた評価に
ついて述べさせていただきたいと思います。
　地域環境学科は、文理融合の基に「環境」という非常に多種多様かつ多方面に広がる分野を包括
し研究しようと試みた学科です。「環境」をメインに設立した学部学科としては、道内ではいち早かっ
たはずで、早々に環境を学ぶ学部学科を設立した事は評価しうる大学側の判断であったと思います。
また、理系の大学でありながらも人文・社会学系の教授陣が充実していたことから、総合的に「環
境」に対し教育・研究を進めようとしているイメージを受けました。受験時、入学時において文系
出身の私にとっては魅力的な学科でした。
　さて、４年間のカリキュラム振り返ると学生・教員・大学間での「環境」というイメージの相違
から学ぶ側と教育を提供する側のアンマッチがあったと考えます。事実、多くの学生のイメージと
して狭義の「環境」とくに「野生生物」又は「自然環境」が多かったように感じます。一方で大学
としては前述したとおり文理を含めた広義の「環境」をイメージしていたため相違があったと感じ
ます。アンマッチの例として、研究室選考時に先の「環境」のイメージを持つ研究室に学生が集中
するような現象がその背景として裏付けられたように思います。
　私は、人文・社会学系の森川研究室にて学んでいましたので、他の理系研究室や講義の評価は避
けますが、当時の人文・社会学分野の「環境」というキーワードは各基礎学問（法学・語学・文学・
社会学・国際関係論等）の中の一分野かつ新分野であった為、各教授陣も講義やゼミでの指導につ
いては大変ご苦労されたと思います。この点について不満を覚えた学生も多少いたかと思いますが、
私は各学生の研究テーマについて自由に選択させ、共に学びながら指導をして頂いた教授陣に感謝
しています。
　卒業後、私は大学院へ進学しましたが４年次と大学院終了後に就職活動を経験しています。実は、
就職活動時に自身の研究テーマについては比較的自信をもって回答できたのですが、「地域環境学
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科」とは何かといった質問に対する回答には大変苦慮しました。地域環境学科で学ぶ本人も説明す
ることが難しいという事は、企業の人事担当者もイメージが難しかったと感じます。現在はどうか
わかりませんが、当時の就職環境は非常に悪く「就職氷河期」とも言われるほどでしたので、酪農
学科をはじめとする他学科とは違う視点での大学側のサポート体制がもう少しあればと感じました。
　私は、大学院終了後、リース会社、風力発電会社、現職と畑の違う会社を経験してきました。そ
れぞれの会社にて地域環境学科で学んだことが役立ちましたので、その例をお話します。リース会
社では、廃棄物処理やリサイクル関連法などの知識、風力発電会社では、新エネルギー分野の知識、
バードストライク問題等の知識が役に立ちました。現職は病院の事務をしています。地域環境学科
と医療機関の接点が無いように感じますが、意外な事にGIS（地理情報システム）の知識が現在役
立っています。現在大中規模医療機関においては、DPC制度（診断群分類に基づく１日当たり定
額報酬制度）が取り入れられております。DPC制度を導入している医療機関は一患者一入院に対
してその診断名、診療内容、身長体重、住所（郵便番号）等の膨大な情報を登録し厚生労働省へ提
出する義務があります。このDPCデータは自分たちの病院の経営分析にも用いられており、その
内の郵便番号情報をキーにGISを用いてDPCデータを地図上に落とし込み分析する手法を行うに
あたりGISの講義で得た知識が役立っています。
　地域環境学科の評価の総論として、幅広く「環境」分野の知識を得られたことは私にとって有益
でした。また、理系の大学でありながら結果的に専攻が国際関係論となった私のような人間を「良
し」とする学科の風土には感謝しています。しかし、当時の学科としては「環境」の風呂敷を大き
く広げすぎていたことは否めません。当時・現在を含め学科が目指すところは学び手側の学生や外
部にとって非常に受け止め方が多様でありイメージの相違が生じやすいように思います。
　今後は、野生動物学や生命環境学に専門のウエイトを置いた環境生態学類の２コースを設置する
とのことですが、これまで地域環境学科が培った人文社会系の系譜を絶やすことなく新たな学類に
融合させて頂ければと考えます。それは環境を学ぶ者として専門家である前に文理の枠組みを超え
た総合的な知識が必要であると考えるからです。
　この点については地域環境学科を卒業した者として願うところの一つです。
　最後に、私の指導教官である森川先生へ謝辞を述べさせていただきます。
　私は、先生から国際政治学、国際関係論のイロハは当然のことながら、物事に対する視点の持ち
方やアプローチ方法を学ばせて頂きました。学ばせて頂いた諸々は大学院や社会に出てからも私の
基本になっています。

Ａ−26　西田　佳世　2007　地域国際関係論研究室

　地域環境学科は文系と理系の両方を学ぶ為、専門性がなく曖昧な学科と感じる学生も多くいたよ
うです。 しかし、環境について学ぶには自然科学的側面と社会科学的側面の両方を学ばなければ、
環境問題について理解を深めることはできないことも感じました。
　本当であれば、これからの時代こそ必要な学科なのではないかと思います。環境という問題は人
がいて発生することがほとんどです。
　エネルギー資源や貧困問題、所得の格差や、自然環境問題などは、これからも続く問題です。そ
の問題とどう向き合い、緩和していくか。これを解決の方法に導いて行くリーダーが育つ学科にな
れば、今後も存続すべき学科になったのではないかと思います。
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　地域環境学科は無くなりますが、今後も学生がのびのびと学ぶことができる酪農学園大学であっ
て欲しいです。

Ａ−27　藤田　竜太　2007　地方自治研究室（東京ガスイズミエナジー）

　現在まで、東京ガスイズミエナジーという、東京ガスの子会社で営業の仕事をしていました。環
境問題との関わりは、間接的になりますがCO2排出量が少ないガス機器（エネファーム）や太陽光
発電の販売にも関わってきました。エネファームをお客様と商談する時は大学で学んだ知識が活か
せる時もあります。
　私は、大学を選ぶときに、環境問題に関わりたいと思い入学しました。大学で幅広く学んだこと
の数％しか実際には活用できていないと感じますが、環境問題とう壮大な問題を色々な観点から学
べた事は、貴重な経験だと思っています。これからも、環境問題を自分なりにライフワークにいて
いきたいと思っております。

Ａ−28　古川　一成　７期生　地域国際関係論研究室

　一番の思い出はオーストラリア研修です。
　異国の文化に触れることで物の考え方が変わったような気がします。
　国際関係論ゼミでの日々においても様々な価値観に触れることが出来ました。
　そして公正な目で自分と向き合ってくれる仲間とも出会う事が出来ました。
　自分自身の生き方の指針がここにはあったように思います。
　自分の置かれている環境の中で好奇心旺盛にしっかりと先を見て歩く事を教えていただきまし
た。　地域環境学科最高!!

Ａ−29　細川　裕香　2008　地方自治研究室

　地域環境学科で学んだ環境学は、一般的に語られることの多い自然環境のみならず、人権や平和、
文化、歴史といった社会的環境についても拓けたものだったと思います。その学びはこの学科で、
本当に多様な人、モノ、事に出会い、触れ、知ることができた経験につながっています。これは間
違いなく今の私の人生の分岐点です。
　物事を自らの体を使って実感し体験し知ること、時に俯瞰して全体を眺めること、多角的に考察
すること、そんな訓練を繰り返し地域環境学科ですることができたと思います。これは現在、地方
自治に携わる身になっても、常に心がけたいと思っている地域環境学科で学んだ精神です。

Ａ−30　松原　奈央　2010　地域環境保全学研究室

　地域から社会へと様々な視点から見る事により、自分が学んだ事が今の社会（企業）で生かせる
事は何であるかを学びました。
　環境問題というと、野生動物、地球温暖化といった問題が注目されますが、私は共生する事が目
標であると感じ、問題の大小は関係ないと思います。
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　在校生の皆様には、環境問題への取り組みを実現する行動力と、世の中を冷静に見る目を養って
ほしいと思います。
　モンゴルでの体験についても参考になればと思い追加でメールさせて頂きます。
　モンゴルでの調査を経験し、自分の考えが。いかに押し付けだったかを痛感致しました。
日本では野生動物保護、人と動植物の共生、エコなど環境問題に関する問題が、しばしば叫ばれて
きました。
　しかし、モンゴルの遊牧民は先祖代々の生き方、考え方を尊重しながら生活しています。
　遊牧民の家には、簡易的な太陽光パネルが付き、携帯電話、テレビを使用する家庭が増えてきて
います。
　しかし、家族の生活を守る為に遊牧をし、子孫を残し生活しています。（最低限の生活）私達（特
に先進国）に住む人は、何かを境に環境問題について熱心になり、環境問題解決を全世界で意識す
る様になりました。意識する事はとても良い事だと思います。
　モンゴルをフィールドとして調査、研究している大学、企業、研究者は多いです。
　しかし、調査はあくまでも調査であり、論文、一部の学会で報告し発表されている。
　その報告で最低限の暮らしをしている地域に対して、改善する必要が出てきたら、その全てを改
善するべきなのか。
　私は先進国ほど、環境問題含む社会問題の原因を起こしている国は他にはないと思います。
　どの国だって、発展は望むし、生活を豊かにしようとするのは当たり前です。
　ただ、日本より希少な動物、植物が多く生きているから守るのか、私はそこの問題は永遠のテー
マです。環境問題を解決する前に、本当に平等なのか考えたいです。
　長くなりましたが、私は中学の時にレイチェル・カーソン「沈黙の春」、潜在植生の宮脇先生の
本に出会ってから頭から離れないテーマです。

Ａ−31　松本奈巳恵（旧姓：坂庭）　2008　資源再利用学研究室

　私は、自然環境保護に関わる仕事をする事が夢でした。しかし、自然（科学）の面のみから地球
環境問題について考える事に違和感がありました。動物や植物は好きでしたが、そこに関わる人の
暮らしや法律、制度も分からなければ、問題を的確に捉える事はできないと思っていました。地域
環境学科で過ごした時間は、専門的知識としては、広く浅い知識しか身に付いていないかもしれま
せんが、多面的な方向から考える機会を得る事ができ、視野を広げる事ができたと思います。また、
個性豊かな友人や熱意あふれる先生方など、たくさんの出会いが人生に豊かさを与えてくれたと考
えています。

Ａ−32　緑川　宇志　2007　地域国際関係論研究室

１．組織は人である。
２．人生において出会いとはとても価値があるものと考えます。
３．総括

１．学科の意味は私には分かりませんが、素晴らしい人々が集まり、高い志を持ち、私達を導いて



106

頂けたと強く感じております。素晴らしい人々が作っている組織で学べた事は、私にとって大きな
経験と言う財産になりました。
２．表題どうり、私は幸運にも、素晴らしい人々と出会えました。それは、この学び舎のおかげで
あり、今でもとても大切で、かけがえのないものとなっています。

Ａ−33　三塚　千愛

地域環境学科から今の自分へ

　私が地域環境学科で学んだことで今の自分の中で活かされていることは、地方の環境での在り方
だと思います。
　地域環境学科は「環境」という言葉で考えがちの「自然環境」に留まらず、広義での環境につい
て学べる学科であったと思います。地方自治やその住民を取り巻く環境であったり、様々な人が関
わる中で生まれる社会環境であったり、身近な家庭環境であったり、様々な環境があることを学び
ました。その中でも私は先述のとおり地方の環境の在り方や、個人の身近な生活の上での環境につ
いて挙げます。
　私は現在、夕張市職員として働いています。夕張市といえば、ご承知のとおり、日本で唯一の財
政再建団体です。言わば、日本の「地方の中の地方」と言っても過言ではないでしょう。その夕張
市で私は収納、徴収の分野で働いています。徴収の分野ですから、もちろん様々な理由や問題を抱
えた人たちと関わっていかなくてはなりません。そしてその問題の背景には個々の環境の問題はも
ちろん、やはり地方特有の社会環境の問題が関わってくるのです。夕張市は今年の10月に人口が
１万人を割り、かつて炭鉱の町として栄えた頃の11万人から10分の１になりました。加えて高齢者

（65歳以上）が40パーセント以上と過疎も進んでいる状態です。そのためか、働き手がおらず雇用
の場も無い。そもそも高齢者故に働くことも難しいため年金だけでは納税が難しい。そういった相
談が多く寄せられます。その様な人たちとどう関わるか、どうあるべきなのかを考え業務にあたる
際、地域環境学科で学んだことが活かされているのではないかと思います。
　納税は義務であり、自治体の財源となります。一方でそれができない人たちがいる。その人たち
に対してどう接するか。それぞれの身の回りの環境でどう改善し、解決へ導いてあげられるか。結
果、全ての問題が解決することが難しいですが、個々に抱える環境の問題について身構えて考える
能力はついたのではないかと思います。
　地域環境学科で学び、環境の意味の広さを改めて社会に出て思いました。職場の環境でさえ、そ
れは立派な環境です。その環境の中で自分はどう動き、どんな役割を持ち、どう成長していくか。様々
な人が関わる中で生まれる問題も環境問題の一つです。直接的に自分から働きかけ解決に導くこと
は難しいですが、それでも地域環境学科で学んだことで、どう在るべきなのかなど、考えの根底に
残ることはあるかと思います。それこそが持続可能な社会への一歩へとなるのではないかと私は思
い、これからも夕張市の社会環境の中へ身を投じていきたいと思います。

Ａ−34　吉岡　幹人

学科のレビュー

　本学科で私たちを取り巻く様々な環境、とりわけ地球規模に影響を与える地域社会の様々な事例
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を学んだことにより、卒業後、地域社会の一員として働く中で、自分の仕事がその地域、広くは地
球社会の中でどのような位置付けを持ち、どういう意味があるのかを考える力を養えたと感じてい
ます。

Ａ−35　吉田　拓洋　７期生　

地域環境学科へのレビュー

　まず、先にお礼を述べさせて頂きます。
　地域環境学科へ入学し、卒業するまでの間、多くの方々にお世話になりました。
　多くの事柄を学ばせて頂き、心から感謝しております。ありがとうございました。
　僕が地域環境学科に対して、感じた事柄を以下に記したいと思います。
　地域環境学科は“多様性に富んだ学科”であったと感じました。
　自然環境も社会環境も学べるという点においては、学科というよりも学部という扱いであっても
おかしくない程の多様性を持っていたように感じます。
　但し、多様であるがゆえに、学生が何を学ぶのかという具体性に欠けている印象を持っていまし
た。それを学生が自ら選択していかなければいけないのですが、３年生でゼミに入るまでの間に、
もう少しアドバイザーと密に連携して、方向性を選択していくような時間を設けるべきだったよう
に思いました。近年そのような流れになっていたと承知していますが、もっと早い段階でそのよう
な絵を提示して頂けたならばと思わずにはいられません。
　大学を取り巻く現在の状況が厳しい事は、卒業生の１人として理解しているつもりですが、環境
問題が一層多様化している現在、地域環境学科のような多様性に富んだ学び場が無くなってしまい、
残念に思います。

Ａ−36　山口　貴史　２期生　（在サンパウロ）

①　自然豊かな広大なキャンパスで多くの仲間と教授陣に恵まれ、魅力的な時間を過ごすことがで
きました。近年、環境問題はどこの国でも話題になることであり、どんな仕事でもぶつかる問題の
一つになっています。今あたりまえにある環境問題を10年前勉強し、理解を深めたことで、今抵抗
なく現代社会で役に立っています。
②　香川県の豊島や北京などに足を運び様々なスタディツアーを経験できたことは今でも誇りに
なっています。現場を見て考えることが以下に大切なことかを学びました。そして、文章化・図式
化して理論を深め、行動することの大切さも学びました。今でも、その考え方は間違いなく自分の
中で根付いていると思っています。
　また日本でお会いできることを楽しみにしております。

Ａ−37　村井　紘一　地域国際関係論研究室

　酪農学園大学を卒業して８年が経過しました。
　ここで一番得られたものそれは人と人との繋がりです。
　大学２年の時、人生初めて海外実習でオーストラリア、アデレートへ。
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　英語が特に好きだった訳でもありませんが、その地域で問題となっている「環境問題」が切っ掛
けで文化や言葉の違いそして習慣の違いに直接触れる事ができました。
　様々な体験を身にしみて感じる事ができた当時19歳だった私にとって非常に大きな影響を与えた
と思います。
　その後森川ゼミに所属してからはベトナム、韓国等の海外研修に参加し大学４年で農業大国アメ
リカへ１年間滞在、そしてイギリスロンドンにて水墨画との出逢い。
　今現在、私は水墨画のアーティストとして今日一日にワクワクしながら世界中で活動しておりま
す。しかしこうして振り返りますと大学で森川先生はじめゼミ仲間との交流やがなければ今の自分
はまた異なった自分になっていたはずです。
　最後にこの学科で受けた影響が現在にも及ぼしてると思えば思う程、一人の地域環境学科生とし
て卒業しました事を誇りに感じます。

（11）現役学生からのメッセージ

Ｇ−１　石橋　快正　身体環境学研究室

私の学生生活

　私は大学に入学して環境システム学部、地域環境学科というところで学ぶ事になりました。北海
道だけではなく、道外からも来ている人が居て、人見知りの私は最初戸惑いました。しかし、みん
なとはすぐに仲良くなることができた。部活は、フットサルサークル「R-foot」に所属し、キャプ
テンとしても活動しました。先輩、後輩とも仲良く学外でも交流があり楽しい思い出です。３年か
らゼミが始まり、身体環境学研究室に入ることになり、ゼミの先輩たちは面白くすぐに仲良くなり
ました。ゼミ活動では夏にシーカヤックとスキューバダイビングがあり、ダイビングではライセン
スを取得して10月に沖縄に行き、ダイビングをしました。現在は卒業できるように毎日学校に来て
授業や卒業論文などをやっています。就活もやっていなく、まずは卒業を目指しています。卒業ま
でにはやりたいことを見つけて卒業後につなげていきたいと思っています。

Ｇ−２　伊早坂尚志　身体環境学研究室

私の学生生活

　私の大学生生活で印象に残っていることは、３年生から行われたゼミ活動です。ゼミ室選択の時、
私は専門的に学びたいことが見つかっていませんでした。そこで、運動を通じて、自然と触れ合い、
その中で自分自身に合ったテーマを探すことのできる身体環境学研究室を選びました。
　ゼミ活動は体育館やグラウンドで体を動かすことが多く、時にはパークゴルフにも出かけました。
またカヤックやダイビングなどの貴重な体験もすることができ、沖縄研修にも連れて行ってもらい
ました。皆で１つのことに取り組み、汗をかき、笑いあった時間は大切な思い出です。現在は「骨
密度」というテーマで卒業論文を共同製作しており、発表に向けて準備中です。
　改めて二年間行ってきたゼミ活動を振り返ると、私は先生、先輩、同期、後輩に恵まれ、とても
満足のいく活動ができ多くの思い出を作りました。私たち４年生はもう卒業ですが、これからも学
生が主体となって充実したゼミ活動を続けていってほしいと思います。
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Ｇ−３　海老　真吾　身体環境学研究室

私の学生生活

　私は高校の頃、高校を卒業したらすぐ就職して働こうと思っていた。しかし、高校２年の後半に
なってから、親に頼むから大学だけは出てくれと言われ、今時大学行っても職がないっていうのに、
どうして高い金払って進学せねばならんのだ、と思いつつ後４年間学生として遊べるならいいかと
考え、軽い気持ちで進学した。
　その結果遊びすぎて大学に行かず留年して５年間通うことになったわけだが、企業から内定をも
らい、卒業も近くなった今から考えて見れば、あの時高校を卒業して、すぐ就職した場合と今大学
を卒業して就職した場合と比べてみると、大した差はないように感じる。結局は高校の頃志してい
た職業と同じ職につくことになったし、変わったことと言えば、その肩書きのおかげで高校卒より
多少給料が良いということと、５年間遊べたことだ。今思うことといえば、留年したあの時、大学
辞めなくて本当に良かったと思う。

Ｇ−４　小澤　亮太　地域環境保全学研究室

地域環境学科に学んで

　酪農学園大学に入ろうと思ったのは高校２年生の時にオープンキャンパスに来たときに今のゼミ
室でもある地域環境保全学研究室に見学に来たのがきっかけでした。もともと自然やアウトドアが
好きで座学で学ぶより実際に現地に行って見たり調査したり実践を通して学びたいと思っていまし
た。釧路アウトドア実習や基礎演習での川の調査、ゼミが始まってからは洞爺湖、アポイ岳、知床、
海外研修（タイ）など他の大学ではできないことをすることが出来たのではないかと思います。さ
らに２年生から教職課程を履修して、時には挫折しそうなときもあったが、他学科との交流、介護
等体験、母校での教育実習など終わってみると充実した学校生活を送ることが出来ました。そして
なによりも地域環境学科の先生方はいい意味で個性的でした。同期の友達は１、２年の時は少し話
すくらいだったが、３年生からゼミが始まって1週間に何回も飲み会をしたり遊んだりふざけあっ
たり…絶対に他の学科に負けない結束力のようなものがあると思います！４月からはそれぞればら
ばらになってしまうけど年に何回か集まりたいし学校にも遊びに来ようと思ってます。最後に今ま
でお世話になった学校関係者の方々、ゼミの指導担当の宮木先生、同期の仲間たちに感謝します。
ありがとうございました。
　地域環境最強！最高！あ、明日雪合戦大会だ（・o・）

Ｇ−５　加藤　平良　地域環境保全学研究室

地域環境学科に学んで

　私は、地域環境学科で多くの学びを得ることができました。中でも1番の学びは、環境を１つの
視点ではなく、多くの視点を持つということです。
　人々の生活や経済、法律といった多くの観点から環境を見ていくことが大切だと様々な講義や実
習、フィールドワークを通じて実感しました。特に、外に出た調査やフィールドワークでは、多く
の視点を持つ大切さを実感することができました。卒業論文は地域環境学科での学びを活かし、自
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然環境を自然科学や地域の人間生活、自然教育等の視点で取り組むことができました。
　今後も、地域環境学科で学んだことを活かしていきたいと思います。

Ｇ−６　川元　義文　地域国際関係論研究室

　私が入学試験を受けた時の試験官は遠井先生でした。「私がこの学科に入って何を学びたいのか」
ということを緊張しながらもお話した覚えがあります。
　その時お話した内容について、入学して以来、いろいろな講義の中で考えを深めていくことがで
きました。例えば、私の指導教員の森川先生の講義で「中心−周辺」の構図を学び「周辺があって
都市があり都市があって周辺がある。」「都市のことだけ考えているようではダメで、持続可能な発
展には都市と周辺の共存・共栄が重要である。」と考えるようになりました。さらに押谷先生の“地
域資源”の講義や、他学科の先生ではありますが中原先生の“ドイツ・フライブルクのまちづくり”
に関する講義も大変印象深く「地域資源を活かしつつ、環境に配慮した新しいカタチのまちづくり・
地域おこしを考えていかなければならない」と考えるようになりました。
　本学科に入り、多くの先生方からご教授いただく中で、どんどん深く考えを巡らせ、自分の“芯”
が固まったように思います。入学以来学んできたことを踏まえ、卒業論文を本学科に入り学んだこ
との集大成として取り組めることを私事ながら大変嬉しく思っております。
　のびのび自由にやらせていただきましたので、先生方にはかなりご迷惑をおかけしました。それ
でも先生方からはたくさんのご協力・ご助言をいただき、多くのことを学ばせていただきました。
心より感謝しております。
　卒業後は本学科・先生方から学んだことを活かし、まちづくり・地域おこしに関わる職に就き、
遠井先生にお話した「動物にとっても人にとっても住みよい街・社会の実現」に少しでも貢献でき
るよう尽力していきたいと思います。ありがとうございました。

Ｇ−７　近藤　達成（2008年中退、現在、獣医学部在学）

　私は、2007年に地域環境学科に入学し､ ２年間だけですが、環境学を学びました。
　入学前は、環境学＝大気・生態系・気象等々、中学や高校の理科に相当する内容の各論という考
えでしたが、それだけでは無いことに気が付いた事が最大の収穫でした。その視点は、本学獣医学
科に再入学した後も、獣医学を学ぶ上で役立っています。
　一方で、地域環境と生命環境にカリキュラムが分かれたことおよび他学部とのカリキュラム上の
交流が無かったことは残念でした。これからは、酪農学・獣医学・食品流通学も環境学を無視して
は成り立たないでしょう。だからこそ、あらゆる視点から環境学を学ぶ横断的学習を目指すカリキュ
ラムを展開して欲しかったと思いました。

Ｇ−８　杉本　隼也　地域環境保全学研究室

地域環境学科に学んで

　僕が酪農学園大学に入学し、地域環境学科の講義を受けて、改めて振り返ってみると本当にさま
ざまなことを学んできたと思いました。その地域環境学科という学科に所属し、大学生活をしてき
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て、僕が一番興味を持ったこと、または初めて学んだことなどを述べていきたいと思います。
　はじめに、一年生の大学の講義の中で、初めて行うこととなったレポート作成について話します。
これは、森川先生の講義「地域理解」のとき、レポート課題を出されたときでした。出されたテー
マは、何でもよいので、ひとつのテーマを決めてレポートを四枚以上という内容でした。あの頃の
僕は、レポートのやり方がわからず、大学で仲良くなった友達とどういったレポートにするかにつ
いて話していました。そして、レポート期日になると僕が出したレポートを先生に見せると、多く
の修正点を指導されたことを覚えています。それから、何度も何度も手直しを行っていき、やっと
先生から了承を得ることができました。あのときは、自分がなぜ先生に認めてもらえないのかを考
え、悔しいから何とか認めてもらおうとがんばってきたことを覚えています。けれども、そのおか
げで今は、レポートの作り方がわかったなと思いました。
　次は二年生で環境フィールド実習を受けたときについてです。この実習では、主に調査であり、
調査地である演習林で毎木調査や山まで登って、そこに生えてある木々の特徴について、話を聞き
ました。夜には、ナイトウォッチングを行って、夜から昆虫や鳥などの生物が活動している姿を見
ることができました。そして、最後に野幌森林公園にて各グループで分かれ、それぞれのグループ
の中で実習を行いました。僕は、昆虫ときのこの二つを選び、前者は森林公園に生息する昆虫につ
いて学び、後者では、森林公園のきのこの生態を学びました。
　環境フィールド実習を改めて振り返ると、このような実習はきわめて貴重な体験であったと感じ
ました。また、次の話でも少し似たことを述べますが、本当に体験できてよかったと思いました。
　三年生では、各研究室に所属し、その分野で研究することになりました。僕は、宮木先生の研究
室に入りました。そこでは、外に出て調査することが多いため、一生懸命取り組んでいきました。
また、その調査を行っていく中で、特に印象に残った調査が二つあります。それは、アポイ岳調査
と知床調査です。
　アポイ岳の調査では、先輩の卒業論文で行きました。場所は、北海道様似郡様似町にある山で、
標高が810.5ｍあります。その山に僕たち３年生は、頂上まで登り、そこにある高山植物について
調査しました。アポイ岳を登ってみて、僕はいかに山を登ることが大変だとわかりました。しかし、
高い所に上ると、平地にある植物とはちがい、変わった植物、特にそこにしか咲かない花を見つけ
ることができました。
　知床での調査では、知床半島に行き、シカの調査を行いました。そこでの調査は、はじめた日にちょ
うど雨が降り始めて、衣類が濡れてしまうなど大変でした。その次の日は、午後から晴れて、夜に
は星が町では見られないぐらい多く見ることができました。これが調査に行って本当に大変でもあ
り、楽しかったと感じました。
　自分の大学生活の１年から３年までの出来事を述べてきて、僕は、この学科で自分が知らなかっ
たこと、を学びました。これが大学の学習であるのだと改めて思います。ここでの経験を忘れずに、
これからもがんばっていきたいと思います。本当にありがとうございました。

Ｇ−９　寺澤ますみ　地域環境保全学研究室

地域環境学科で学んだこと

　大学４年間を振り返ると、多くの出会いや経験を通して、人間として成長できたように感じてお
ります。地域環境学科は、特定の分野だけを学ぶのではなく、様々な分野を広く学び、さらにその
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相互関係を学ぶことで、自分の価値観も変わったと思います。同じテーマでも様々な切り口からア
プローチすることで新たな発見があるし、人によって意見が違うことを教えられました。地域環境
学科はゼミも様々で、調査内容が全然違う中でお互いに色々なことを聞けて刺激し合えるので、面
白いと思いました。その反面、専門性がないので、就活等で「地域環境学科」を説明する時は、結
構困りました。
　大学では、今まで人見知りで行動力のなかった自分が考えられないくらい多くの経験をして成長
できることができました。
　まずは、大学１年生の北海道アウトドアガイド資格取得のための釧路湿原実習でした。プロのア
ウトドアガイドの方のもとに実際に訪れ、研修を受けました。先輩、後輩がひとつ屋根の下で自炊
しながら、昼間は釧路湿原の国立公園の中を歩いて「ガイドをする」ということを学びました。夜
には満点の星空の中でカヌーを漕いで湖を渡り、真っ暗で静かな中で動物の鳴き声や歩く音が聞こ
えたり、と大いに自然を堪能しました。今でもあの時の感動を鮮明に覚えています。「ガイドをす
ること」を勉強してから動物や植物の知識をさらに勉強するきっかけになりました。また、実習を
通して「自分から選んで積極的に行動すれば、その分だけ自分のやりたいことができる」というこ
とを教えてもらいました。
　そこから動物園、水族館と２回もインターンシップを経験できる機会をもらうことができて、飼
育員さんに様々なことを教えてもらって、実習した後で訪れる動物園や水族館はお客さんとして見
ていた動物とは全然違う視点で見えました。地域環境学科では２年生で実習はほとんど終わり、専
門的なことはあまり触れる機会は少なかったのですが、自分の興味があることにどんどん関わって
行動する時間があり、先生方も親身になってアドバイスしてくれて応援して下さいました。
　そして、大学２年生の時の海外実習でブルネイ・ダルサラームに行ってから海外に興味を持ち、
大学３年生の春休みにゼミ研修でタイと１人でオーストラリアに行きました。ブルネイ、タイ、オー
ストラリアに行くことができて、言語、宗教、食べ物、街並み、植物、動物、など海外に行けば行
くほど比較できるものが増えて“日本”という国を客観的に見ることができ、異文化に触れること
で自分の視野を広げることができたきっかけになったと思います。その中でも、一番の思い出と言
えば、小さい頃からの「オーストラリアで野生動物を見たい」という夢を叶えることができたこと
です。そのきっかけを与えて下さった森川先生には本当に感謝しています。初めて一人で外国に行っ
て、ホームステイをしながら小学校の日本語教師のアシスタントしてボランティアすることができ
て自分を見直すことができました。小学生に日本語や折り紙、習字などを教えながら毎日一緒に勉
強できて遊ぶことができてすごく楽しかったです。念願のカンガルーやコアラ、オウム、ウォンバッ
ト、タスマニアデビルなどオーストラリア特有の動物を見て、もっとオーストラリアが好きになり
ました。英語はあまり得意な方ではなかったのですが、英語を使って話さなければいけない状況に
置かれたので、少しは上達しました。また、オーストラリアに行きたいという目標も出来ました。
　ゼミでは、北海道に生息している野生生物の管理・保全というテーマのもとでアポイ岳での高山
植物の調査、洞爺湖の中島のエゾシカの食害調査、知床岬のエゾシカの食害調査など主に植物を通
して野生動物の生態を学びました。宮木先生の家の近くでカヌーをしたり、知床で野生のクマを見
たり、タイでゾウに乗ったりと思い出深いものばかりです。
　最後に、このように多くの経験をすることができたのは、先生方、友人達の存在、サークルの仲
間、周りの人達のおかげです。素晴らしい環境の中で４年間学ぶことができて本当に感謝していま
す。私たちが地域環境学科最後の学生と思うと悲しいです。地域環境学科の良いところはぜひ環境
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共生学類になっても残してほしいと思いました。
　地域環境学科で学んだことをこれからに生かして、多角的な視点で物事を見るようになっていき
たいと思います。

Ｇ−10　原　　　光　環境法研究室

　地域環境学科ってどういう学科なのかという事を、卒論のテーマである「森林と人との関係」と
いうテーマを設定するにあたっての経緯と結びつけて話します。その中の出来事として、地域環境
学科の地域理解の授業や、基礎ゼミの森林班で感じた事また、道立森林公園野幌森林公園の調査や
ベトナム研修などを例に話します。その中で、地域環境学科に入った事で分かったこと、感じた事
なども話します。そのことの問題点も少し話します。また地域環境学科の考え方を「地域」と「環
境」という言葉の捉え方の違いから話します。
　私は卒論で、「人と森林の関係」について調べています。今考えるとなんでこのようなテーマに
したのか、不思議です。その答えは、地域環境学科の学びにありました。
　私はよく、他の学科の人に「地域環境学科って何をやってるか全然分からない」と言われます。
　そう聞かれるのは納得がいきます。なぜなら、地域環境学科では“広い視野を持って、様々な目
線から、多角的に物事捉える”という学びを行ってきたからです。
　なぜ、このような回答になるのかについて私が卒論のテーマとして「人と森林の関係」について調
べようと決めた経緯を例に１年生から４年生までの学びから順を追って話して行きたいと思います。
　私たち、地域環境学科では、一回生の「地域理解の講義で、自分で好きな事をテーマに、レポー
トの書き方や調査のしかたを学びます。この時学んで感じた、様々なことに疑問を持つという事は
今にも通ずるものがあると思います。
　私はこの講義で、花粉について調べました。「花粉」をテーマに決めたのは、私がスギ花粉症で困っ
ていたからでした。
　この時は、まさか私の苦手な木について卒論にするとは全く持って思っていませんでした。
　二回生の基礎ゼミでは、学科で一つのテーマを決め、調査方法の基礎を学ぶという内容でした。
ここでの学びは皆でひとつの事を追求していく楽しさや興味が無い事でも実はやってみると楽しい
ということでした。
　テーマ決めなのですが、私たちの興味関心は皆全然違ったため、とても一つには収まりませんで
した。このように私たちの学科には多様なメンバがー揃っています。そのため、テーマを「環境」
という大きなくくりにして、その中でいくつかの班に分かれ、班ごとに学ぶ事になりました。
　私はその中の「森林班」を選びました。「森林班」に決めたのは、私の趣味のアロマと環境を結
びつけようと考えたからでした。北海道の北東にある下川町ではトドマツの間伐材を使ってアロマ
オイルを作っているフプの森という施設があり、下川町に行ってオイルを作る過程を聞いてあわゆ
くば、オイルも買ってしまおうという気持ちで入りました。しかし実際の班の活動では、北海道の
森林の現状について知る事から始めました。最初に北海道森林管理局に行って森林の現状について
伺いました。最初私はアロマオイルにしか興味がなく、森林についてあまり興味がありませんでし
た。しかし北海道森林管理局でのお話や下川町の森林を活かした様々な取組みは私の頭の中に凄く
印象に残りました。この経験で興味の視野がアロマから森林に広がりました。
　３回生のゼミ活動では、森林と人の関わりについて学びました。私は、学校の裏にある「北海道
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自然公園野幌森林公園の公園制度」について2つの事例から考えました。その中で、公園での人々
の森との付き合い方と、公園ができる以前の「モリ」と呼ばれた森林の利用は全然違っていたとい
う事を知りました。
　また、ベトナムゼミ研修で訪れた森林に囲まれた田舎にある、ナムソン村では、人が自然を活か
し、生活のために利用している風景を見ました。
　４年次にはアイヌ民族の自然観について伺いました。
　このような多様な体験を経て私は「人と自然の関係の在り方」についてという卒論を書こうと決
めました。
　このように私は最初全く興味を持っていなかった森林についての学びが様々経験から卒論のテー
マに繋がっていったのです。
　このように、様々な事をきっかけに多様に興味が広がる経験は地域環境学科ならではだと感じます。
　森林が人に与える影響は様々あります。これと同じように、地域環境学科のみんなの興味は多様
です。
　森に興味がある人、GISに興味がある人、アニメに興味がある人、パソコンに興味がある人、教
育に興味がある人たくさんいます。
　しかし、根本的な考えはみんな同じだと思います。それは皆地域環境学科の学びである、“広い
視野を持って、様々な目線から、多角的に物事捉える”という学びのもとに今があるからです。
　時にこの事が就職活動などでは、致命的になることがあります。それは多様なので自分の専門的
知識をアピールしづらいことです。また、やりたいことが広すぎて、考え方が、抽象的になってし
まう事で、自分を悩ませることがありました。
　最後に私にとっての地域と環境について話します。地域は辞書では「土地の区域」と表します、
しかし私は「すべての「場所」」を示すと考えています。
　私にとって環境はよく言われる、自然環境や場所ではありません。「環境という概念」だと考え
ています。つまり、「環境」も「地域」も人によって考え方は多様なのです。
地域環境とはこのような学科なので、説明できないのです。

Ｇ−11　村上　迪典　地域国際関係論研究室

　「地域環境学科」とは、多面総合的に物事を俯瞰できる人材の育成を目指す学科だ。本人次第で様々
な進路・将来を切り開くことができる反面、やりたいことを見つけにくい学科だと私は思う。授業
内容としては基礎分野から始まり、森林管理、GIS、環境法、哲学、農業、農業、地域理解のほか、
野外でのフィールド実習や海外を経験するような実習もあった。広い範囲を学ぶからこそ、学生が
新たな可能性を見出すことにつながるのだろう。
　この学科に所属してハッキリしたこと。それは自分から興味をもって行動しないと、何も生まれ
ないという点だ。これが学生の本分だと思うが、私は特に思い知らされた。
　今年で我が「地域環境学科」が閉じるということが残念でならないが、最後の学科生の名に恥じ
ない学生生活を送りたいと思う。
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Ｇ−12　渡辺亜々斗　地域国際関係論研究室

　私は、環境問題に関心があったので、2010年４月に入学し、地域環境学科に入りました。この学
科は、社会系の講義が中心ですが、それ以外にも幅広く学べるので、とても良かったです。入学当
初は、パワーポイントやワードさえも知らず、不安な事ばかりでしたが、最終的にここまで成長で
きたのは、ゼミの担当教授である森川教授をはじめとする、学科の教授の方々、そして、ゼミ生を
はじめとする同学科の人たちがいたからこそ、ここまで成長できたと思っています。地域環境学科
がなくなってしまうのは残念ですが、最終期生として４年間在学して、様々なことを学び、改めて
地域環境学科を選んで良かったと思いました。４年間で学んだことを、少しでも今後に生かしてい
きたいです。

Ｇ−13　渡邉　慎也　環境法研究室

　大学での様々な経験を通じて、一回り大きく成長できたように感じています。いま改めてこれま
での生活を振り返ってみると、これは、ゼミでの活動が大きいと思います。初めての海外研修や北
海道内外での調査を経験しました。また、夜遅くまで残って作業した時には、ゼミの友人と励まし
合いながらひとつずつ壁を乗り越えてきました。
　高校の時から続けてきた音楽との関わりも欠かせないと思っています。音楽を通して様々な人と
出会い、そこから新たな人とのつながりが生まれたからです。
　これまで経験してきたこと、気付かされたことは着実に自身の力になっています。今後も様々な
経験を積みながら、貪欲に学んでいきたいと思います。

Ｇ−14　讃井　麗也　都市空間情報学研究室　

　「ちかんの学生はこちらに集まってください！」１年時の体育の講義の中で、大声で招集された
ことを鮮明に覚えている。私は痴漢じゃない。恥ずかしかった。今では馴染み深く、そのような会
話が大学内でなくなってしまうと思うと寂しいが、当時はとんでもない学科に入ってしまったと
思った。私は高校時代、地理の授業が好きで、GIS（地理情報システム）に興味を持ったことと、
自宅から近いという理由で、この学科に所属することに決めた。
　環境学、情報学、法学、国際関係学…様々な分野の先生が在籍しているので、4年間で、広い範
囲の学問を身近で学ぶことができた。ある意味、究極の学科かもしれない。様々な学問を学ぶこと
ができる分、広くて浅い知識がつく印象がある。私はそれで良いと思う。多くの浅い知識の中から、
自分にとって興味のある学問を探すことができるからである。
　しかし、「自分から知りたい！」という意思がないと、他の学部や学科に比べても、「４年間で何
を学びましたか？」と聞かれても答えに詰まる点については否めない。
　「地域環境学科が残っていたとしたら、入りたかった。」という学類の学生の声も聞いたことがあ
る。この学科を卒業したことを誇りに思って社会人として生きていきたい。
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編集後記

　2014年３月31日に地域環境学科は、本学の教育体制再編によりその16年に及ぶ任務を終え閉鎖さ
れ、その役割は、新たに樹立された環境共生学類での研究、教育、社会・世界貢献に託される事と
なった。
　持続可能な社会・世界の担い手を育成することをレゾン・デートルとする本学科で学び、各方面
に巣立ったOG/OBそして最後の卒業生諸君の総数は1400名を数える。彼らの各界・各層でのます
ますの活躍が内外から求められるであろうし、また彼らは、そういった期待に応え得る頼もしい群
像となることは疑いない。
　本レビューの目的は、そうした頼もしい若者達が学んだ地域環境学科という知的空間の営みと成
果と課題について未来志向的に浮き彫りにせんとしたものである。
　また、そうした目的に少しでも近づくために学科教育に関わりのある多様なアクター、教職員は
もちろんのこと卒業生並びに現役生にもレビュー作成に大きな関与と貢献をお願いすることとし
た。
　さらに本学科の創設と歩みは、1990年代後半からの社会と時代のニーズ、酪農学園大学全体のビ
ジョン、取り組みとも関連していることからマクロ的、長期的な観点からの検討も織り込んでレ
ビューを試みた。
　このささやかなレビューは、本学での研究・教育活動に対する日常的な点検作業の一環ともなれ
ば、との想いを学科構成員が共有しまとめたものでもある。
　本レビューが、今後の酪農学園大学の研究・教育・社会貢献を構想する上で何らかの参考となれ
れば幸いです。
　最後に、本レビューの作成過程において地域環境学科同窓会の皆様、酪農学園同窓会連合会の浦
川事務局長のご助力を頂いたことを謝意と共に記しておきたい。

2014年３月19日　　　　　　　　　　
編集担当：森川　　純・押谷　　一　
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