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−酪農育英会だより−

人づくり通信

★高尚な人生
　私が酪農学園大学の学びを
終えて学窓を去る時、樋浦誠
学長から「農家の前で乳を搾
って見せることができる役人
になれ」、と厳しく叱責され
たことは機会あるごとに紹介
してきた。「農家、農村の立

場に立て」との訓
おしえ

である。
　その時、いかにも情けない青年だと思ってか、や
や心を静めてから「人の嫌がることを率先してやり
なさい、それが君の生きる道だ」、とも付け加えて
くれたのである。
　後々になって、恩師が私に与えた「人の嫌がるこ
とを・・」の言葉は、内村鑑三の講演録「後世への
最大遺物」（岩波文庫）に遺されていることを知っ
た。内村鑑三は、とりわけキリスト教関係者には広
く知られている明治から昭和初期にかけての日本を
代表する思想家である。札幌農学校の「クラーク精
神」の伝承者としても知られている。
　この講演録は、「我々がこの愛する地球を去る時、
何を置いて逝くべきか」と問いかけ、「勇ましく高
尚な生涯であれ」と語っている。我々は、後世に覚
えてもらえるようなものは遺せなくても、「あの人
は真面目な人生を送った人だ」と言われるような生
活を心がけることだ、と説いているのである。日々
の生活の中に、常に希望と歓喜を持ち続け、その生
涯を贈り物としてこの世を去ることだというのであ
る。これは、心がけさえすれば誰にでも出来ること、
としている。
　内村はこの講演録の後段で、アメリカで名もない
女学校が、後に一流の学校として高い評価を得て、
世界に貢献するまでになったことを紹介している。
そこで教鞭を執っていたメリー・ライオンという女

性教師が、学生に「他の人の行くことを嫌うところ
に行け、他の人の嫌がることをなせ」との教えを遺
して逝った。教え子たちは、これを忠実に守り、世
界で活躍し学校の名前を高めた、というのである。

★母校の看板
　内村は、我々の生涯は「他の人が嫌がることを為
し、他の人が嫌がるところへ行く」という方向にむ
かっているのか、と聴衆に呼びかけ、多くは「他の
人が為すから己も為す、他の人がああいうことをす
るから私もそうしよう」ということではないか、と
迫っている。
　話が少し遠回りになったが、私を厳しく叱責した
恩師樋浦誠は、敬虔なクリスチャンであり、内村鑑
三を敬愛していた人物なので、この話を熟知してい
たであろうことは容易に想像できる。創立まもない
酪農学園大学が、将来、社会的評価を得ていくため
には「外にある卒業生の生きざまが大切だ」との思
いがあったであろうことは疑う余地がない。
　私は勘当の身で学窓を去り、青森県の小役人を続
け、定年を少し残して母校の教壇に立つことが許さ
れた。師の教えに対する、ささやかな恩返しを人生
のゴールにしたい、との思いからであったが、果た
してどれほどその期待に応えられたか、忸

じ く じ

怩たるも
のがある。
　私は講義の合間に、後輩である学生諸君に対して、
学窓を去ってからは「母校の看板を背負って活躍し
て欲しい」ことをお願いしてきた。酪農学園の創立
者である黒澤酉蔵翁は、経済的に苦しい青年のため
に私財を投じて酪農育英会を創設したが、それには

「広く世界の平和、福祉に貢献する」人材に成長し
て欲しいとの期待が込められている。
　酪農学園で学んだ同志の奮励を願ってやまない。

他の人の嫌がることをなせ・・
酪農育英会理事長　仙　北　富志和
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　私は農食環境学群・食と健康学
類・食品栄養化学研究室の上野敬
司と申します。私は本学の卒業生で
学部、大学院時代から植物や微生
物の生産するオリゴ糖やその合成、
分解に関わる酵素についての研究
に行っており、本学に勤めた2008
年からも継続して実施しております。
2016年度酪農育英会研究奨励に採
択いただき、本研究をすすめること
ができました。この場をお借りして皆
様に深く御礼申し上げますとともに、
本研究の成果、及び今後の展望に
ついて報告させて頂きます。

研究背景と目的
　最近、スーパーやコンビニもしくは
テレビコマーシャルなどで「腸の環
境を整える」、「腸内細菌」などのキー
ワードに触れる機会が多くなってきて
います。腸の中に生育する腸内細
菌とヒトの健康の関わりについての研
究が急速に進んでおり、腸内環境
の改善に役立つ食品素材に関する
研究はますます進展すると考えられ

ます。その代表的な食品素材として
フルクトオリゴ糖（FOS）があります。
FOSはヒトの消化酵素では消化され
ず、腸まで到達し有用な腸内細菌で
ビフィズス菌などのエサとなる重合度
3-5程度のオリゴ糖（図１）です。こ
れらの菌に利用されることでヒトに有
用な機能を示すことが数多く報告さ
れています。
　このFOSは有用な腸内細菌に利
用されやすい構造をしていますがあ
えて、その構造をやや改変して利用
しにくいオリゴ糖を作ることが可能と
なれば、腸の広い範囲で有用な腸
内細菌に穏やかに利用されるような
高機能を有する新たなオリゴ糖食品
素材を提案できるのではないかと考
え、本研究ではFOSにフルクトース
の分岐構造を付与したものや鎖長伸
長させたオリゴ糖を酵素的に合成す
る方法を検討することを目的としまし
た。

結果と今後の展望
　これまで当研究室で単離した糖転

移酵素遺伝子の中からFOSの鎖長
を伸長する酵素であるゴボウ由来の
フルクタン：フルクタン 1-フルクトシル
トランスフェラーゼ（1-FFT）をコー
ドする遺伝子とFOSに分岐構造を
付与する酵素であるアスパラガス由
来のフルクタン：フルクタン 6G-フルク
トシルトランスフェラーゼ（6G-FFT）
をコードする遺伝子を利用して、そ
れぞれメタノール資化性酵母Pichia 
pastorisに導入し形質転換体を作製
し、これらを培養して組み換えゴボ
ウ1-FFT及び組み換えアスパラガス
6G-FFTを生産し、オリゴ糖合成を
試みました。組み換えゴボウ1-FFT
を用いてFOSの三糖類である1-ケ
ストースを基質として酵素反応させ、
反応生成物を高速液体クロマトグラ
フィー（HPAEC）により確認しまし
た。結果として重合度13までの鎖長
が伸長した中鎖フルクトオリゴ糖の
合成を確認することができました（図
２）。組み換えアスパラガス6G-FFT
については活性が微弱であり十分な
合成に至りませんでした。今後は、
培養条件の検討や他の発現系を試
み、酵素タンパク質を得、重合度の
異なるオリゴ糖や分岐を有するオリゴ
糖を調製し、それらのオリゴ糖の機
能を探る事をしていきたいと考えてい
ます。

酪農学園大学 農食環境学群 
食と健康学類　　　　准教授　 上野　敬司

図１．フルクトオリゴ糖の構造
図２．組み換えゴボウ1-FFTにより生成したフルクトオリ
　　　ゴ糖のHPAEC分析

「植物由来糖転移酵素を利用した分岐型及び中鎖
フルクトオリゴ糖の生産」

（研究奨励金成果報告）
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「ありがとうございます！」
　この言葉は、日本に留学してから
一番使っている言葉です。これまで、
学校や先生や友達からたくさんのご
支援を受けてきました。そして、今回、
酪農育英会から奨学金をいただいた
ことで、さらに充実した学校生活を
送ることができ、とても感謝してい
ます。
　私の所属する生態系循環研究室
の専門分野は、Biogeochemistry（生
物地球化学）です。訪問者や高校
生に研究室を紹介する機会もある
のでいろいろ勉強していますが、研
究室で教えてくれる皆さんの知識や
情熱にいつも感心しています。私の
研究課題は、植物の重金属と肥料
の影響に関するもので、スミレ（サ
ンシキスミレ：Viola tricolor）を用
いた実験をしています。スミレはよ
く知られた植物だと思いますが、実
は重金属などで汚染された土壌にも
生育することができるものがありま
す。そのため、そうした環境耐性な
どについて栽培実験により調べてい
ます。
　こうして日本へ留学して勉強する
ことを決めたのは、私の人生の中で
恐らく一番チャレンジングなことで
した。日本に来る前は、簡単な日本
語しか話せませんでした。マレーシ

　日本酪農青年研究連盟主催の酪
農経営コンクールが、全国の青年酪
農家約250名の参加の下、2017年11
月15日札幌市で開催された。
　コンクールは、全国各地から選抜
された5名によって競われたが、最
優秀賞（黒澤賞）には、北海道の釧
路地方連盟（虹別研究会）の原田
　敦さんの「足るを知り、経営に活
かす」が選ばれた。老朽化した繋ぎ
牛舎からフリーストール牛舎、ミル
キングパーラーの増改築、新設を経
て、飼養頭数100頭を超えると牛の
スリップ事故による怪我や病気が多
くなった経験を活かし、搾乳牛を全
てフリーストール牛舎にする計画を
立て、その事業を昨年完成させ、牛
群管理の重要性を意識したカウコン
フォートの向上を目指す経営が高く

アのサバ大学で日本語について勉強
する機会はありましたが、簡単な片
仮名と平仮名しか勉強したことがあ
りませんでした。その日本語の授業
を取った理由は単に卒業の為でした
が、結果としては、私が日本で生活
する上で大変役に立ちました。日本
に来た当初は、ぜんぜん日本語が話
せませんでしたが、研究室にいつも
いて（研究室で留学生は私だけで
す）皆とコミュニケーションを取るう
ちに、少しずつ話せるようになりま
した。今でもまだ、時々変な日本語
を使って話すこともありますが、皆
様のおかげで少しずつ直ってきてい
ます。本当にありがたいと感じてい
ます。
　日本では、私はたくさんの友人に
恵まれました。私は、コミュニケー
ションが好きです。日本に来た当初
は、当然ながら家族や友だちと離
ればなれで、一人ぼっちでした。周
りの誰とも話せないし、何も理解で
きませんでした。でも、今は研究室
をはじめ様々な形で友人ができたの
で、寂しくはありません。みんなに
感謝しています。みんなと一緒によ
く飲み会に行きますが、話していて
とても楽しく、私の好きな時間とな
っています。
　また、酪農学園大学では、保原達

評価された。
　優秀賞には北海道の中標津
地方連盟（標津研究会）の渡
部英徳さんの「楽農を目指して」
が選出された。
　ご両人には、更なる研鑽を期
待して本育英会から酪農研究
奨励金（20・10万円）が授与され、
盛会裏に幕を閉じた。

先生と金子正美先生のお陰で、いろ
いろな活動に参加させてもらってい
ます。調査や学会やレクリエーショ
ンなどで、日本の色々なところにも
行きました。山に登ったり、BBQを
したり、通訳をしたり、新しいことも
たくさんしています。これらの体験
は、大切な思い出になっています。
　今は、アルバイトもしています。
それは、自分の生活費と学費をす
べて自分の力で支払いたいと考えて
いるからです。アルバイトを通じて、
日本社会における社会人のルールも
勉強しています。大学生活と両立す
るのはとても疲れますが、やりがい
があり、楽しいです。
　来年2018年の３月に、順調にいけ
ば私は卒業して、一人の社会人と
なります。今は、その後も何年間か
日本で働くことを目標にしています。
一番希望している仕事は、私が大好
きな植物に関係した環境研究です。
それが叶わなければ、通訳などの人
の手助けができる仕事も良いと考え
ています。それは私も日本へ来てい
ろいろな人にお世話になったように、
私もいろいろな人を助けることがで
きるからで
す。そのよ
うなことを
考 え な が
ら、残り少
なくなった
学生生活を
充実したも
のにしてい
きたいと思
います。

私の留学生生活

　　　　　
プーン　チャウイエング
PHOON CHAU YEONG

第69回日本酪農研究会―酪農経営コンクール―
～ 酪 農 育 英 金 を 授 与 ～

酪農学園大学大学院
酪農学研究科
酪農学専攻　修士課程２年
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〒069−8501　江別市文京台緑町582

TEL 011−386−1211
E-mail：rg-ikuei@rakuno.ac.jp

印刷　北海道リハビリー

2016年度事業報告
1	 奨学金貸与事業：29名に対し、総額13,680千円を貸与した。

内訳
予算（A） 決算（B） 差異（A−B）

人数 （千円） 人数 （千円） 人数 （千円）
大　　 学 27 12,960 28 13,440 △1 △480
大 学 院 1 600 0 0 1 600
高 等 学 校 2 480 1 240 1 240

計 30 14,040 29 13,680 1 360

2	 奨学金給与事業：16名に対し、総額4,560千円を給与した。

内訳
予算（Ａ） 決算（Ｂ） 差異（Ａ−Ｂ）

人数 （千円） 人数 （千円） 人数 （千円）

私　費
留学生

大　 学 2 960 2 960 0 0
大 学 院 4 2,400 4 2,400 0 0

高 等 学 校 12 1,440 10 1,200 2 240
計 18 4,800 16 4,560 2 240

3	 酪農研究奨励金交付事業：
　１個人に対し300,000円を交付した。（予算300,000円）
　１団体に対し300,000円を交付した。（予算300,000円）

・酪農学園内の40歳未満の教職員１名に対し交付した。
農食環境学群　食と健康学類

　　　　　　　　　上野　敬司　准教授 300,000円
『植物由来糖転移酵素を利用した分岐型及び中鎖フル
クトオリゴ糖の生産』

・日本酪農青年研究連盟に対し、第68回日本酪農研究会におけ
る最優秀賞（黒澤賞）などの副賞として交付した。 300,000円

　　　最優秀賞：中嶋　仁志（北海道）
　　　　　　　　「家族・地域と共存する経営をめざして」
　　　優 秀 賞：藤井　　稔（北海道）
　　　　　　　　「究極の酪農経営法人を目指して」

2017年度事業計画
1	 奨学金貸与事業：34名に対し、総額15,720千円を貸与する。

内訳
予算 予算（前年） 増減

人数 （千円） 人数 （千円） 人数 （千円）
大　　 学 30 14,400 27 12,960 3 1,440
大 学 院 1 600 1 600 0 0
高 等 学 校 3 720 2 480 1 240

計 34 15,720 30 14,040 4 1,680

2	 奨学金給与事業：19名に対し、総額4,920千円を給与する。

内訳
予算 予算（前年） 増減

人数 （千円） 人数 （千円） 人数 （千円）

私　費
留学生

大　 学 2 960 2 960 0 0
大 学 院 4 2,400 4 2,400 0 0

高 等 学 校 13 1,560 12 1,440 1 120
計 19 4,920 18 4,800 1 120

3	 酪農研究奨励金交付事業：
　１団体、１個人に対し総額600,000円を交付する。

・日本酪農青年研究連盟に対し、日本酪農研究会における最
優秀賞（黒澤賞）などの副賞（酪農育英金）として交付する。

　300,000円

・酪農学園内の40歳未満の教職員１名に対し交付する。
　300,000円

公益財団法人　酪農育英会
評議員、役員等一覧（2017年12月１日現在）

（理　事）
　理 事 長　仙北富志和
　常務理事　近　　雅宜
　理 事　小山　久一
　　 〃 　　永田　　享
　　 〃 　　野村　　武
　　 〃 　　堀内　信良
　　 〃 　　町村　　均

（評議員）
　評 議 員　菊地　政則
　　 〃 　　榮　　　忍
　　 〃 　　真田　昭好
　　 〃 　　竹花　一成
　　 〃 　　谷山　弘行
　　 〃 　　矢野　征男
　　 〃 　　山﨑　惠子

（監　事）
　監 事　安宅　一夫
　　 〃 　　昌子　守彦

　事務局長　関　　浩一

 訃報
　酪農育英会役職員一同、生前のご功績をしのび、心より
ご冥福をお祈りいたします。

日下　雅順　様（69歳）
2017年３月18日逝去
元酪農学園常務理事
前酪農育英会常務理事


