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−酪農育英会だより−

人づくり通信

　「三愛主義」、「健土建民」
を建学の精神に掲げる学校法
人 酪農学園（学園）の教育
理念は、酪農（農業）振興に
貢献する後継者を実学教育に
よって養成することでありま
す。これまで15万人を超える

卒業生が巣立ち、国の内外、至るところで黒澤哲学
に基づく活動を展開し、それぞれの地域の発展に貢
献してきました。このことは率直に学園の誇りであ
り、これからの教育活動の励みとなることは疑う余
地もありません。しかし、時代と共に農業のあり方
は大きく変貌し、学園に要求される事柄もそれと共
に変化してきています。
　2004年に制定された「食育基本法」は、健全な食
生活を実践する国民を育てる事を目的とした省令
で、その中では循環型農業も推奨されております。
しかし、これは酪農学園の基本理念で、すでに80年
以上の歴史を有しています。したがって、創立者の

「健土健民」や「循環農法」思想は、すでに一国を
超えて世界を凌駕する思想であります。
　学園における実学教育とは、講義で学んだ理論を
実践として体得することであります。そして、この
学びは広く社会に認められ、わが学園の教育の真髄
となっているのです。理論を学び、実践を通して理
解し、また理論の構築へと還元、さらに質の高い実
践へとつながる英知構築の循環作業が基本にありま
す。デンマークに学んだ先人の教えは「三愛主義」、

「健土健民」、「循環農法」、「有機農法」に凝縮され、
これをもって理想とする国民の幸福と国土の発展に
尽くさんとしてきた歴史に表されています。学ぶべ
き教材は、土（自然）であり、牛（動物）であり、

作物（植物）であり、共に学ぶべき者は学生と教職
員（人）であります。この多元的教材を元にお互い
が教育し合い（相互教育）、共に成長して行く課程
が構築されてきました。デンマークに学んで開花さ
せた「三愛主義」、「健土健民」、「循環農法」、「有機
農法」からなる学園の思想は混迷する世界の「食」
と「農」に新たな秩序をもたらすと共に人類のあり
方をも啓示するものであります。学園の責務は、こ
れを実践して世界の思想に高めることであります。
デンマークがその役割を担った様に、学園の思想を
学び、実践する若者を世界に送りだす事を担うべき
でありましょう。
　学園創立者黒澤酉蔵は、そうした人材を育てるた
めの支援機関として私財を投じて現公益財団法人酪
農育英会を1957年に設立しました。学園に学ぶ青年
の学資を支援し、「建学の精神」の後継者を一人で
も多く育てたい、その一心での決意でありました。
以来、現在まで、留学生を含む4,648名の学生が育
英会の援助を受けています。この他にも、若手教員
に研究奨励金として広く支援を続けてまいりまし
た。若き日の黒澤酉蔵は貧困な家庭に生まれ育ち、
勉学に勤しむことすら困難であったと後述していま
す。恩師田中正造との出会いが酉蔵の人生を激変さ
せました。学資を提供してくれた恩師の教えの元、
足尾鉱毒事件の体験から現在の酪農学園誕生の礎と
なる思想に辿り着いたと記述しています（酪農学園
の歴史と使命―私はなぜ酪農学園をつくったか― 
黒澤酉蔵：1970）。
　酪農育英会は、これからも酪農学園創立者でもあ
る黒澤酉蔵の思いを受け継ぎ、かつ「建学の精神」
の後継者の育成を支援する活動を継続してまいりま
す。

創立者黒澤酉蔵の意思を受け継ぐ
酪農育英会理事長　谷山　弘行
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　獣医衛生学ユニットの権平智
（ごんだいらさとし）と申します。
本学の獣医学科を卒業し、大学院
研究科博士課程を修了、民間企業
での博士研究員を経て2018年度か
ら現職に着任しました。この度は
2018年度の酪農育英会研究奨励に
採択いただき、表記のテーマにて
研究を遂行することができました
ので、この場をお借りして深く御
礼申し上げます。また、本研究の
成果と今後の展望についてご報告
させていただきます。

【背景と目的】
　ウシ乳房炎は酪農場において経
済的損失の最も大きい疾病であ
り、生乳の効率的生産ならびに品
質を確保する上でその制御は重要

です。特に大腸菌性乳房炎は、乳
房の脱落や死に至るなど重篤な臨
床症状を呈することが知られてい
ます。大腸菌性乳房炎の診断およ
びその治療には迅速性が重要です
が、その検査結果が得られるまで
１日以上を要することが問題と
なっております。
　ウシ糞便中にも含まれる大腸菌

（O157等）は人獣共通感染症とし
て分類される病原体です。本学の
建学の理念である健土健民は現在
言われておりますOne healthと
同義であり、大腸菌感染症の制圧
はヒトの健康にもつながります。

「酪農」を掲げる本学において、
酪農場で最も課題となっている乳
房炎を研究対象とし、酪農場で実
施可能な安価で高感度かつ迅速な

簡易検査手法の開発を最終目標と
し研究を展開していきたいと考え
ております。本研究の重要な点は、
他の乳房炎原因菌種のみならず、
他の感染症にも広く応用可能な検
査手法であり、高感度かつ簡便で
迅速・安価な検査が酪農現場で実
施可能となることは、根拠に基づ
いた医療を提供できることにつな
がります。

【方法】
▪アプタマーを用いて、ラテラル
フロウアッセイ法による大腸菌性
乳房炎の高感度簡易迅速検査法の
確立を試みる。
▪アプタマーは20-40断片の短い
核酸で、その配列特異的な高次構
造により特定の蛋白（分子）など
に結合することが可能である。
▪ラテラルフロウアッセイ法と
は、ヒトの妊娠検査薬等で用いら
れている簡易的な迅速検査法の１
つである。
▪大腸菌の菌体表面分子に対する
特異的アプタマーを用いること
で、安価で高感度な検出技術の開
発を試みる。

【結果と今後の展望】
　酵素様のナノ粒子（ナノザイム）
と人工合成された核酸（アプタ
マー）を用いて大腸菌を検出する
系を構築することができました。
今回は実験室内における高濃度の
大腸菌において菌の検出が確認さ
れたため、今後は酪農現場の大腸
菌性乳房炎乳汁を使用した試験で
検討を重ねる必要があります。ま
た、大腸菌の検出限界や他菌種に
よる交差反応など感度および特異
度を高める必要が考えられます。
さらに、アプタマーが最も適切に
結合するメンブレンを選択するな
どラテラルフロウアッセイを最適
化することでさらなる高感度簡易
迅速検査法の構築を目標に研究を
展開していきたいと考えておりま
す。

酪農学園大学　獣医学群 
獣医学類　　　　　助教　 権平　　智

図３　ラテラルフロウアッセイの実施

図２　ラテラルフロウアッセイ用のシート作成

図１　ナノザイムの作成

「乳汁中の大腸菌に対する高感度簡易迅速検
査法の開発」
� （研究奨励金成果報告）
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　酪農学園大学酪農学研究科１年
生の王博文と申します。このたび
は、奨学金のご支援をいただける
ことになりまして、心より感謝い
たしております。
　私は中国の内モンゴルから2018
年に酪農学園大学に研究生で来ま
した。研究生の一年間日本語を勉
強して、2019年から酪農学研究科
の水質分析研究室に修士として入
りました。修士に入ってから、毎
日、実験室でマウスと格闘する
日々を送っております。他にも、
インターネットで文献を調べ、文
献や資料を整理して文献発表の準
備などにも追われております。可

能でしたら、来年度は博士に進学
して研究を続けてまいりたいと考
えております。そのためには、今
この瞬間を一生懸命目の前の研究
に力を注ぐことが大切だと肝に銘
じ、地道に研究を続けております。
　経済的な支援がなかったとき
は、本当に悪循環続きでした。日
本で生活や研究をするにはお金が
必要でアルバイトをしなければな
りませんが、その分研究をする時
間が少なくなるので研究成果が出
なくなります。研究成果が良くな
いと奨学金などの学校からの支援
を受けられないので、アルバイト
をやめられないことになります。

このサイクルの反復でしたが、酪
農育英会からの援助のおかげでこ
の悪循環を切ることができまし
た。経済的不安がないのでアルバ
イトを減らし、研究や日本生活に
時間をかけることができました。
　研究すること、勉強することは、
私にはとても楽しい時間です。こ
のご支援に恥じぬよう、残りの学
生生活を真面目に丁寧に送ってま
いりたいと考えております。この
たびのご支援、ほんとうにありが
とうございます。再度感謝を申し
上げまして失礼いたします。

　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280名の参加の下、2019
年11月19日より11月21日に亘り千
葉県成田市で開催された。
　コンクールは、全国各地から選
抜された６名によって競われ、最
優秀賞（黒澤賞）には、北海道の
東根室地方連盟（上風連研究会）
の藤

ふじ

田
た

亘
のぶ

彦
ひこ

さんの「７人の子ども
たちとともに」が選ばれた。埼玉
県のサラリーマン家庭出身の藤田
さんは、当初、大学卒業後は大手
通信企業に就職し、同時に結婚。
就職から３年が経ち、以前から２
人で憧れていた北海道での酪農生
活を夢見るようになり、2007年に
就農しました。その後、暫くは経
営も順調で４人の子宝にも恵まれ
幸せな藤田家でしたが、新規就農
時に導入した牛群の老化に起因す
る赤字経営が恒常化し、亘彦さん

農経営が高く評価されました。
　優秀賞には青森県連盟（三沢研
究会）の千

ち

葉
ば

準
じゅん

一
いち

さんの「牛の
ため・人のため・地域のため」が
選出されました。
　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
裏に幕を閉じました。

第71回日本酪農研究会―酪農経営コンクール―
～酪農育英金（酪農育英会理事長賞）を授与～

が36歳の時に離婚。そのような中
で子供との生活を最優先とした

「父子家庭と酪農の両立」を目指
した放牧型の酪農経営に転換し、
徹底した作業効率、乳量を最大化
するための小牧区での放牧と搾乳
毎の牧区切り替え、栄養価の高い
草丈の草地化した短草管理と濃厚
飼料での栄養補填等を実施した酪

「酪農育英会のおかげで」

ワン　ボウン
WANG BOWEN

酪農学園大学大学院
酪農学研究科
酪農学専攻　修士課程１年
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2018年度事業報告
1	．奨学金貸与事業：20名に対し、総額9,120千円を貸与した。

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 25 12,000 18 8,640 7 3,360
大 学 院 1 600 0 0 1 600
高 等 学 校 3 720 2 480 1 240

計 29 13,320 20 9,120 9 4,200

2	．奨学金給与事業：22名に対し、総額4,740千円を給与した。

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 1 360 1 300 0 60
大 学 院 5 2,520 5 2,520 0 0

高 等 学 校 16 1,920 16 1,920 0 0
計 22 4,800 22 4,740 0 60

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。
獣医学群　獣医学類

　　　　　　　　　権平　　智　助教 300,000円
『乳汁中の大腸菌に対する高感度簡易迅速検査法の開
発』

・日本酪農青年研究連盟に対し、第70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：高原　弘雄（北海道）
　　　　　　　　「経営カイゼンから始まる放牧改革」
　　　優 秀 賞：川初　伸司（北海道）
　　　　　　　　「家族と共に歩む酪農経営」

2019年度事業計画
1	．奨学金貸与事業：24名に対し、総額11,160千円を貸与する。

内訳
予算（当年Ａ） 予算（前年Ｂ） 増減（Ａ−Ｂ）
人数 （千円） 人数 （千円） 人数 （千円）

大 学 21 10,080 25 12,000 △4 △1,920
大 学 院 1 600 1 600 0 0
高 等 学 校 2 480 3 720 △1 △240

計 24 11,160 29 13,320 △5 △2,160

2	．奨学金給与事業：21名に対し、総額4,560千円を給与する。

内訳
予算（当年Ａ） 予算（前年Ｂ） 増減（Ａ−Ｂ）
人数 （千円） 人数 （千円） 人数 （千円）

私　費
留学生

大 学 1 360 1 360 0 0
大 学 院 5 2,400 5 2,520 0 △120

高 等 学 校 15 1,800 16 1,920 △1 △120
計 21 4,560 22 4,800 △1 △240

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（2019年12月１日現在）

（理　事）
　理 事 長　谷山　弘行
　常務理事　近　　雅宜
　理 事　永田　　享
　　 〃 　　野村　　武
　　 〃 　　堀内　信良
　　 〃 　　町村　　均

（評議員）
　評 議 員　菊地　政則
　　 〃 　　小山　久一
　　 〃 　　真田　昭好
　　 〃 　　竹花　一成
　　 〃 　　西田　丈夫
　　 〃 　　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


