することも可能です（逆 の道内、東北、関東の国
公立大学への編入学者も
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よって体得してもらえる

・技術を実験・実習等に

さらに発展充実させ、

た「専大ファーム」を

三郎教授」に認定され

産行程管理者∥成田保

立つ教養・実学的授業展
教育、地域貢献の
開で、即戦力として社会
ための取り組み
で活躍できるように、職
業に関わる具体的な知識 １・ 昨年「有機農産物生

職員 人が参加して「ス

ー。 月 日に学生、教

喫する学生部主催ツア

四季折々の北海道を満

第２は、社会生活に役 増加してきました。

も可∥文理融合）
。

よう工夫しています。そ

新たな商品開発に取り

・学生部主催ツアー・

の こ と が 、同 時 に 、「 測 量

組み、農業教育をより

報教育の効果を向上さ

夕張マウントレースイ・スキー場へ

謹んで新春のお慶びを 会総合学科」との２学科 士補」
、「農業機械士」
、「２

新学長の就任にあたり、年頭のあいさつ

申し上げますとともに、 からなり、前者は「農業 級造園施工管理技士」な

実践的なものにしてい

系」の５つの系から構成 ます。カリキュラムは、

せるとともにＣＡＤや

な

キー・スノーボードを楽

しもうツアー」が開催さ

れた。

今年度は初級者向けの

度の上級者限定コース

ロングコース、最大斜度

などの多彩なコースが設

置されている夕張市の

「夕張マウントレースイ

・スキー場」へ。絶好の

初の「全校

避難訓練」

生した想定

で行われ、

誘導の放送

に従い、学

生・教職員

が学内全域

から１号館

前ロータリ

ーに避難。

非常ベルが

鳴ってから

避難完了ま

秒

での時間は

分

で、美唄消

防署からの評価はまずま

ずだった。

最後に消防署職員によ

る講評が行われ、参加者

月 日、全校規模と たちは非常時の冷静な行

スキー、スノーボード日 しては初めてとなる「避 動や対応の仕方などを学

訓練は１号館１３４教 を新たにした。

和のなか、思い思いに滑 難訓練」が実施された。 び、災害に対する心構え

りを楽しんだ。

ば 打 ち 実 習 」 が 行 わ れ で、 割、８割、６割と

""""""""""""""""""""""""""""" 室の暗幕付近で火災が発
た。

そば粉の分量を変えた３

学生たちは美唄市の貞 種類のそば打ちに挑戦し

広樹良さんは

ーム主宰者の貞

指導にあたった同ファ

広ファーム内にある「体 た。

験工房よ～いＤＯＮ」

３０

１７

「将来、農業を

営む学生に、農

業は生産だけで

なく、加工や販

売など、大きな

可能性があるこ

とを感じてほし

い」と、この実

習の意義を話し

た。

★１月 日（土） 時スタート

雪合戦／雪上ソフトバレー／スノーフラッ

参加者にはカレーライスを振る舞います。

グなどを予定。

１２

全校規模では初となる避難訓練の様子

▲

を兼ねて抱負を述べていただいた。

日ごろより校友の方々を 科学系」
、「環境緑地系」
、 ど、多くの資格取得につ

用コンピュータシステ

きたい。
第３は、４年制大学へ ２・ 昨年刷新された教育

はじめ、美唄市、市民の 「環境土木系」の３つの ながっていきます。
月 日に開催された ます多大なご支援、ご協 営学系」
、「経済学系」
、「法 の編入学教育で、 年以

ムの活用によって、情

皆様からいただいており 系、後者は
「商学系」
、
「経
学校法人専修大学の理事 力に対し、心より感謝申 学系」
、
「ビジネス・情報 上もの伝統を持っており

情報処理関連の資格取

会で、新家憲学長の任期 し上げます。

さて、本学は、今年度 されています。両学科と 専修大学と協議の上、編

得の支援強化を図りた

ち

満了に伴う改選が行わ

れ、専修大学北海道短期 開学 年目を迎えます。 も地域総合科学科の適格 成されており、編入学試

みつ

プロジェク

ハスカップ

い。
３・ 専修大学

大学の新学長に寺本千名 この間、１万１０００人 認定を受けており、コミ 験対策も万全です。今年
お

のり

が、同副学長には山梨光 業生の皆さ

訓みどりの総合科学科教 んを農業、

授が選任された。ともに 農 協 、 建

トの充実。
た苗木の栽培、収穫機

昨年定植し

のさまざまな分野へ、ま ュニティカレッジとして 度の合格率は ％を超え

公務員など

任期は２０１０年１月１ 設、造園、

日から２０１２年 月

の研究開発を進め、生

との交流を積極的に推 習 Ⅱ 」 を 履 習 す る １ 、２
進するとともに、新た 年次生 人が参加し、「そ
な協定締結を目指す。
出前授業、実験・実習
の更なる交流などに取

１０

２７ １２

１０

３種類のそば打ちに挑戦した

日までの３年間。

寺本学長は１９８１年 た、専修大学を始めとす 地域に根ざした教育に取 ています。近年は、専修

産農家、関連商品の調

みどりの総合科学科農

農産品加工の意義学ぶ
定を締結している高校 業科学系の授業科目「実

講する。
５・ 高大連携の強化。協

ある市民公開講座を開

ズを十分精査し、特色

成に携わる。
４・ 地域住民の学習ニー

査、ハンドブックの作

大学、石巻専修大学以外

第１は、学生の多様な

本学教育の特徴

専修大学大学院経済学研 る国公私立の４年制大学 り組んでいます。

究科博士課程単位取得退 へ送り出すことができま

学。 年本学助教授を経 した。これからも、即戦

て、 年教授に就任。企 力となる職業人の養成と

画広報室長、経済科長、 編入学教育に全力をあげ ニーズに応えるカリキュ

商経社会総合学科長を歴 て取り組んでいきたいと ラムの編成で、学生の皆
さんが、自分の希望や目
的に合わせて、自由に学
科目を選択し、自分だけ
本学は、農・工学系の の時間割を作成すること

本学の概要

任し、２００７年から副 思っております。

学長を務めていた。
専門は理論経済学、農

業経済学。講義科目は日

本経済論Ⅰ・Ⅱ、農業経 学科である「みどりの総 ができます。みどりの総
系の学科である「商経社 会総合学科の科目を受講

て本学に入職し、 年助 どりの総合科学科長を兼

り組む。
皆様の一層のご支援を

１２

思い思いに滑りを楽しんだ

▲

５３

９

１２

済、農業経営、経済統計 合科学科」と社会・経済 合科学科の学生は商経社

学Ⅰ・Ⅱなど。

山梨副学長略歴

２８人が「そば打ち」

４０

の役割を果たす
専門は応用水文学。講

みどりの総合科学科演習

１６

９８ ９３

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! の受け入れ、課外活動

開かれた市民大学
教授を経て、 年教授に 任する。

８１

１９７５年北海道大学 就任。情報処理委員長、

９３

▲

９０

４２

大学院農学研究科修士課 ホームページ委員長を歴 義科目は水工学、河川工 賜りますようお願い申し
上げます。

３０

３１

程修了。同年、講師とし 任。２００９年度中はみ 学など。

２８

１２

夫商経社会総合学科教授 を超える卒

副学長には山梨光訓みどりの総合科学科長
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