
 

 

2018年度第 1回獣医学科同窓会理事会資料 

Ⅰ．報告事項 

 １．学園大学および獣医類の近況について 

 （１）人事 

  教員の退職 

    教授 小岩 政照(獣医学類、生産動物内科学Ⅱユニット) 

    教授 竹花 一成(獣医学類、獣医組織解剖学ユニット） 

    教授 永幡 肇(獣医学類、獣医衛生学ユニット) 

    教授 内田 英二(獣医保健看護学類、臨床動物栄養研究室) 

    准教授 森好 政晴(獣医学類、動物生殖学ユニット) 

    講師 遠藤 能史(獣医学類、伴侶動物外科学Ⅱユニット) 

    教授(嘱託) 横田 愽(獣医学類) 

    准教授(嘱託) 黒澤 隆(獣医保健看護学類) 

    助手(嘱託）伊藤 暁史(獣医学類) 

    助手(嘱託）菅野 美樹夫(獣医学類) 

    助手(嘱託) 堀 あい(獣医学類) 

  教員の新規採用 

    教授 菅野 美樹夫(獣医保健看護学類、生産動物看護研究室) 

    准教授 安藤 達哉(獣医学類、生産動物内科学Ⅱユニット) 

    准教授 渡邉 敬文(獣医学類、獣医解剖学ユニット) 

    助教 権平 智(獣医学類、獣医衛生学ユニット) 

    助教 酒井 俊和(獣医学類、伴侶動物外科学Ⅱユニット) 

    助教 杉浦 智親(獣医学類、動物生殖学ユニット) 

    助教 華園 究(獣医学類、獣医放射線生物学ユニット) 

    助手(嘱託) 阿 部 紀 次(獣医学類) 

    助手(嘱託) 伊 丹 貴 晴(獣医学類) 

    助手(嘱託) 大 山 紀 彦(獣医学類) 

    助手(嘱託) 加 藤 礼 子(獣医学類) 

    助手(嘱託) 谷 川 慶 一(獣医学類) 

    助手(嘱託) 富 岡 美千子(獣医学類) 

    放射線技師(嘱託) 堀 あい(附属動物医療センター) 

  教員の昇格 

    教授 蒔田 浩平(前准教授、獣医学類、獣医疫学ユニット） 

 （２）第 69回獣医師国家試験成績（資料①） 
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 （３）志願者、入学者状況 

  獣医学類 全入試区分志願者合計 1,885名（前年 1,930名、志願者前年比 97.7%） 

   合格者 313名(前年 345名)  入学者 135名(前年 137名) 

  獣医保健看護学類 全入試区分志願者合計 202名（前年 335名、志願者前年比 60.3%） 

   合格者 129名(前年 130名)  入学者 56名(前年 65名) 

  循環農学類 268/585名、食と健康学類 128/231名、管理栄養士コース 44/143名 

  環境共生学類 138/397名  （入学者/志願者） 

  総計 入学者 769名(前年 787名) 志願者 3,443名(前年 3,543名、志願者前年比 97.2%) 

 

 ２．獣医学科同窓会および校友会について 

 （１）獣医学科同窓会 

１）新入会員：124名（第 49期生） 

２）同窓会会員のご逝去（2017年 5月から 2018年 3月までで事務局に連絡のあったもの） 

   池 伸夫 氏  6期卒 2017年 5月 15日 

   更科 順 氏  6期卒 2017年 6月 18日 

   今屋 力 氏  6期卒 2017年 10月 9日 

   柴田裕明 氏 6期卒 2018年 2月 21日 

  ３）同窓会活動状況(2017年度第 2回理事会報告以降) 

   ◆助成申請 

   ・支部同窓会 

    2月 2日 福岡三愛同窓会    福岡 博多味処いろは   25名 

    2月 10日 大分県支部同窓会   大分 別府温泉 「ホテル ニューツルタ」 50名 

    3月 13日 宮城県支部および酪農学科交流会 宮城 新古々がみそ 18名 

   ◆その他 

   ・酪小獣 

    12月 3日 第 6回酪小獣九州ブロック研修会 福岡 ホテルクリオコート博多  16名 

    2月 25日 酪小獣中国研修会 岡山 桑田町シティホテル  15名 

    2月 25日 酪小獣大阪会学術講習会 大阪 大阪市獣医師会セミナールーム 27名 

４）監事交代の報告(2017年度第 2回理事会にて了承済み) ※理事と監事が兼任となっていた件 

    後藤正光(23期卒) → 吉田 充宏(23期卒)  

 （２）校友会 

  １）機関誌「校友会会報第 24号」の発行（URL：http://kouyukai.rakuno.org/c/magazine） 

  ２）ホームカミングデー 

・第 26 回ホームカミングデーを 9 月 9 日（土）午後 11 時 00 分よりバーベキューランチを 

開催（出席者 約 150名） 

   ・13時 30分より黒澤記念講堂にて記念礼拝（物故者追悼）および記念講演を開催 
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   （出席者 約 80名） 

 

   ・記念講演者：日本獣医師会顧問 北村直人氏（前獣医学科同窓会長、獣医学科 4期卒） 

         「大切なのは記録と検証」 

   ・その他 

３.その他 

 

Ⅱ．審議事項および協議事項 

１．新理事（49期生）就任と獣医学科同窓会理事の交代について 

    49期理事：橋本茉由子さん（院生 1年生 獣医生理学ユニット） 

    41期理事：伊藤 暁史 → 堀 あい 

 ２．学内理事の交代について 

    竹花先生の退職に伴う学内理事の選考（現在調整中） 

３．2017年収支決算および監査報告について（資料②） 

４．監事の交代について 

    監事：野上良邦(8期卒) → 作井 睦子(9期卒) 

５．2018年度事業計画案について 

（１）理事会開催 

    第 1回：2018年 4月 27日（金）午後 7時～ 

  第 2回：2019年 1月中旬～下旬 

 （２）第 16回代議員会の開催 

      日時：2018年 5月 19日（土）午後 1時～ 酪農学園大学本館第 2会議室 

 （３）同窓会誌「三愛第 48号」の作製（Web配信） 

 （４）第 13回三愛賞・同窓生の部および特別三愛賞の授賞式ならびに受賞記念講演会の開催 

  三愛賞 卒業生の部 RGUドッグラン運営委員会 

・2015年から「動物愛護フェスティバル inえべつ」でのドッグラン運営に携

わり、地元市民との交流に多大なる働き示した。また、2016年度には「えべつ

未来づくり学生コンペティション」（江別市主催）にて大賞を受賞するなど多

くの活躍を果たした。 

      同窓生の部 横山亮一氏（13期・現宮城県農林水産部次長（技術担当）） 

・宮城県庁にて家畜衛生及び畜産行政に携わり、高病原性インフルエンザを含

む防疫に対してその手腕を発揮した。また、東日本大震災を乗り越え平成 29

年 9 月に開催された第 11 回全国和牛能力共進会宮城大会で事務総長を務め、

全国より高い評価を得た。 

       特別三愛賞授賞 種池哲朗 先生（元獣医薬理学教室教授） 

・本学に於いて獣医薬理学教育の基礎を築き、その実施に奔走しいただいた。
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その結果、多くの優秀な卒業生を育て世に送り出した。また、同窓会活動にも

積極的に参加いただき、その結果同窓会の活性化に多く寄与した。 

 

  表彰日  学生の部：3月 16日中央館学生ホールにて獣医学類学位記授与式後に開催済み 

 同窓生の部、特別三愛賞：10月 5日 13時 10分より(金) ※本学保護者懇談会前日 

    場所 中央館学生ホール、表彰後に三愛賞受賞者による記念講演も実施 

 （５）三愛賞第 14号および特別三愛賞授賞者の選定 

     ・同窓生の部については 10月以降に HP等で公募開始 

     ・卒業生の部については 11月頃よりアンケート実施 

     ・12月もしくは 1月に選考委員会により候補者選定し第 2回理事会にて決定 

 （６）支部同窓会および記念同期会の開催に係わる助成 

     ・支部同窓会へはその都度申請されたものに関し助成 

     ・記念同期会：1期 50周年(本来は昨年度だが本年度開催予定とのこと)、 

            10期 40周年 19期 30周年、30期 20周年(9月 23日予定)、 

            40期 10周年(計画中) 

 （７）現役生への助成 

    ・獣医 6年生に対する国家試験対策補助（予定） 

 （８）その他 

６．2018年度収支予算案について（資料③） 

７．会則の改正について（資料④、一部 2017年度第 2回理事会にて了承済み） 

８．会計業務におけるインターネットバンキング口座開設について 

９．ホームページ管理者やコンテンツ業務委託者の雇用と手当支給について 

１０．その他 

 


