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動物の行動と管理学会

巻頭言 会長挨拶

アヌスミラビリス

清々しい秋風が吹く季節となりましたが、
コロナ禍はなかなかおさまりません。会員
のみなさまも厳しい状況のもと、様々なご
苦労をされていることとお察しし、お見舞い
申し上げます。

タイトルのアヌスミラビリスはラテン語
Annus Mirabilisで「驚異の年」と訳されます。

競馬が大好きで、毎週のように中央競馬会
に（ある意味）寄付している私には、この単
語は1996年の毎日王冠というレースで

優勝したフランス生まれの牡馬として記憶に残っています。本来はロンドンでの1665年のペスト流行から

翌年の大火にいたる歴史的災厄が続いた時代のことを指します。この災厄を奇跡的に乗り越えてロンド
ンが再建されたことが主題ですが、ペスト禍でカレッジが閉鎖された休暇中の故郷で万有引力の法則な
どニュートンが三大業績を挙げたことでも有名です。1666年に海戦でオランダを破り人々に復活への希

望を与えたことから英国史の中で重要な期間とされています。戦争はないものの、現在も将来の世から
そのように評される大きな転換点なのかもしれません。

会員のみなさまそれぞれが、学校において、職場において、大きな行動様式の変更を迫られていること
と思います。おそらくはこれらの変更がポスト・コロナの世の中のあり方を決めていくのでしょう。今回の
ニュースレターでは、会員のみなさまの転換期の現状をご報告いただきます。

もちろん学会としても大きく変わっていかなければいけないと認識しています。みなさまから会費をいた
だいて学会を運営している以上は、会員であるメリットを常に考える必要があります。そういう意味では本
年9月に酪農学園大学で予定していた統合後初の年次大会の中止は新型コロナウイルス感染症への厳

格な対応という理由はあったものの会員のみなさまへの大きな不利益になってしまい大変申し訳なく思っ
ています。学会として何ができるのかを検討中ですが、中でもITを活用したデジタルトランスフォーメーショ

ンでみなさまのお役に立てることができないかという検討を開始する予定でいます。学会が発展していく
ために大事なことは、学会が次世代を担う若手のみなさんの育成の場となることです。そのために若手
のみなさんに興味を持ってもらえるワクワクするような研究をして学会を引っ張っていくことは当然のこと
です。デジタル世代（2000年に20歳になっていたかが基準とも）の上を行くIT世代の若手のみなさんは、
現在もweb講義に順応されていることと思いますが、学会としてもITを活用して会員の利益につながるよ
うな取り組みをしていければと思っています。

この大きな転換期を好機として捉え、ポスト・コロナ時代の当学会のあり方を会員の皆様と一緒に考え、
新たな価値観を創造していきたいと思っておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

矢用 健一 (農研機構)
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森田 茂（酪農学園大学）

特集 コロナ禍における過ごし方

酪農学園大学では北の三大学連携地域拠点型農学エクステンションセンター事業を、15年以上前に
行っていました。当時の教材は、リアルタイムでのWEB授業と、その録画記録のオンデマンドによる活用
でした。また実践酪農学という酪農学園大学独自の教育プログラムは、遠隔授業を基本としています。こ
うした遠隔教育実践があり、コロナ禍でも授業準備は円滑に行えました。さらにe-learning推進の教員グ
ループが存在し、学習管理システム(LMS)としてmoodleによるe-learningシステムが導入されていました。
毎年、ICTカフェという講習会も開催されていましたが、参加者はそれほど多くはありませんでした。
４月初旬には、FD委員長が学長と交渉し、すぐに専任教員分のCamtasia(画面キャプチャー)を購入・配
布し、講習会を開催、授業収録に向けた外堀は埋めました。非常勤教員には、Zoomによる授業収録講
習会を教員有志で開催しました。私自身のことを申し上げれば、動画編集は好きな方で、授業はパワー
ポイントで行い、学会発表でも原稿を作らないと語れない（ホント）シャイな性格で、オンデマンド講義はむ
しろ好感と思っていました。
しかし実際には、授業準備に時間がかかる！授業中に学生反応を確認できない！などが課題であると
認識しました。とにかく、授業準備が面白くない！のです。授業動画の画質が劣悪、ホワイトボードなどで
の手書き説明不可、授業中の質問と回答ができないなどの不満を抱えながら、授業準備する先生方も
いるようです。
家畜管理学（3年生前期）での定期試験も、遠隔（リアルタイム、60分）で行いました。選択式問題で100
問用意し、履修者各自にランダムに35問をシャッフルしながら割り振りました。さらに記述問題（300文字
程度）を20問用意し、5問をランダム割当しました。遠隔試験では、参考資料閲覧や学生相互扶助に制限
がかけられず、問題数の多さでカバーしました。採点時間が大幅に短縮し、「涙、滂沱として禁ぜず」でし
た（ちょっと違うか？）。
ゼミ演習は当初、農家調査報告などを学生がパワーポイントで音声付きで作り、これをmp4に変換、

moodleにアップし、相互内容評価を遠隔で行いました。6月から、ゼミは対面可能となりました。このタイミ
ングで、恒例の学内牛舎での24時間行動調査を3・4年生の組み合わせで行いました。こうした活動は、
研究室の一体感の芽生えに役立ちました。4月上旬に配属していた新3年生たちが、6月末時点で互いに
「初めまして」状態なのは問題を感じました。幸い、4年生が大学近くのキャンプ場でBBQを企画し一体感
が加速しました。
酪農学園大学では、事前申請し要件を満たせば、実験・実習で対面授業が可能です。ただし、学生が
体調不良になったときに備え、遠隔受講できる資料の用意が必須です。つまり、常に遠隔用の実験準備
が必要で、この開発には悩みました（履修者160名）。私の場合、「乳牛の行動に配慮した牛舎設計」と題
した遠隔用の実習コンテンツを用意し、学生に供しました。後期の実習では「乳牛行動調査結果の応用」
をオンデマンド準備中です。「牛乳官能試験」は対面が必要で、その実施方法に悩んでいます。80名程
度での「除角実習」では、オンデマンド教材と希望者による対面、および郵送によるロープワーク体験を
行おうかとワクワク準備しています。
オンデマンド授業に面白味は全く感じません。でも、新しい授業を作ることには少しワクワク感がありま
す。さらに、準備しておけば教員も学生も、開講日時に拘束されません。ヴ・ナロードには好都合です。オ
ンデマンド教材の提供を、必要としている方は、ご相談ください。最後に、リアルタイム形式の授業や会
議はどうしてもなじめません。「土に埋もれたままの土偶が良い、発掘されたいとは願わない」私には、
ハードルが高すぎます。

新しい授業スタイルへの道、コロナ禍で
オンデマンド授業の良さを発見する喜び



と思います。私の所属する応用動物科学科では、1年生用に独自にハンドブックを作成し、プリントアウト
して郵送しました（大学作成の冊子では理解できないと判断したため）。

4月は準備期間として授業が行われず、5月11日より授業が開始されました。座学についてはオンデマ
ンド方式（動画等を録画してアップロード。学生はいつでも見たいときに見る）か、リアルタイム方式のい
ずれかを教員が選択することが可能でした（どこの大学も同じかと思いますが・・・）。
私の担当している動物行動学（座学）は、MacのKeynote（マイクロソフトのPowerPoint的なアプリ）で制
作したスライドに、アフレコで解説を乗せて、オンデマンドで配信しました。正直なところ、録画風景は誰に
も見られたくない・・・・。誰もいない部屋で、DJ気取りの40代後半男性が、パソコンに向かってしゃべって
る・・・かなり不気味だと思います。そして毎週のレポート地獄・・・もちろん提出する方も大変かとおもいま
すが、採点も大変でした。しかし、例年に比べて学生の授業の理解度は高かった気がします。数人の学
生と話したのですが、（良いか悪いかは別として）集中力が落ちたら休憩することや、さらにわからなかっ
た、よく聞いていなかったところは聞き直すなどの工夫をしたようです。
東海大は以前より授業支援システム（ネットワーク上に動画やPDFなどのファイルを置き、レポート回収
などもできるシステム）が稼働していました。今回はこれが大いに役に立ったのですが・・・当然、全学生
が同時にアクセスすることは想定されたおらず、授業再開初日にシステムがダウンしてしまい、NHKの7
時のニュースで「全国に７つのキャンパスがあり、およそ３万人の学生が通う東海大学は、11日からオン
ラインによる講義を開始しましたが、10日の夕方から、専用のサイトへの接続ができない状態となり、11
日午前中の講義に影響が出たということです。」と報道されちまいました。ええ、多大な影響が出まし
た・・・・。その後、学部ごとに接続可能な時間が割り振られ、学内のサーバには指定された時刻のみ接
続可能という環境となりました（これが一番学生から評判が悪かった・・・）。ZOOMやマイクロソフトTemas
などの外部の環境については、特に制限はありませんでした。

8月中旬には対面式の実習を行いました。本学は未だに熊本地震の影響が強く残っている為（2023年
に阿蘇くまもと空港そばに新キャンパスが完成予定です。今は単なる雑草が生えている土地ですが・・・
震災から7年で堂々の完成です！？）、熊本キャンパスからバスで阿蘇の実習場へ移動する必要があり
ます。しかし、バス内が密になってはいけないということで、1回の実習を18人程度として4回に分けて実
施しました。地震がなかったらこのような苦労はしなかったんですが・・・（とは言え、阿蘇の土地に学生が
住んでいたらもっと大きな問題があったかと思います）。
研究室の運営については、未だに手探り状態です。ZOOMでの文献紹介ゼミは、最初の何人かは手間
取ることがありましたが、それ以降は結構スムーズでした。ただ・・・最も大きな問題として（COVID-19対
応とは関係ない！！）とにかくゼミが盛り上がらない・・・質問が無いし、ディスカッションと言える状況にな
らない。私の進行が悪いんだと思うのですが、何かの工夫をしないと「しーーーーーーーん」という時間
が・・・。試しに私が何もしゃべらないでみたら、5分くらい静寂が・・・・。楽しいゼミができている先生、その
秘訣を教えてください・・・・。卒業研究に関しては、学生が希望するテーマにもよりますが、熊本市動植物
園での行動観察や、阿蘇の実習フィールドでの実験、また実家が畜産農家ということで実家での実験（こ
れが一番充実しているかも？）など、なんとか進めている状況です。
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伊藤 秀一（東海大学）

去年はサバティカル、今年はサバイバル

2019年4月から10ヶ月間のスコットランド留学を終え、1月末に職
場復帰したものの、今度はCOVID-19対応が始まり怒濤の日々と
なりました。以下、いずこも一緒の対策かと思いますが、今後の記
録代わりに東海大学農学部の対応を報告したいと思います。
本学は熊本県に所在していますが、本部が神奈川県なので、熊
本県の大学としては異例の慎重対応となりました（他大学の対応
については詳しくありませんが、国立大学を含めて、熊本県内の
大学は対面授業を基本にしていたようです）。まず、3月に予定さ
れていた卒業式と入学式が中止となり、新入生ガイダンスも中止
になりました。2～4年生はある程度対応できるかと思いましたが、
1年生は大学の仕組みについても未知の世界でかなり不安だった
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コロナ渦の中の動物園

(京都市動物園)

職員が２つの班に分かれ、違う班員とはしばらく顔を合せない出勤体制になりました。研究者も飼育担当
者も時に在宅勤務になりました。休園中でないとできない作業ができたところもあった一方で、コミュニ
ケーションがとりづらい、職員同士で協力してする作業がなかなか進まないなどの難しさもありました。

5月18日からは、動物種や施設によっては離隔をとっての観覧や閉鎖をしながらの開園となりました。感
染リスクが高いと考えられるアカゲザルや、アメリカのブロンクス動物園でウィルス感染が確認されたトラ
などのネコ科動物は来園者が近づかないようにと展示場から1-2m先に仕切りを置いたりもしました。来園
者がガラスに触らないようになどの貼り紙も各所に貼られ、現在でも感染防止を試みる日々です。講演会
なども再開しましたが、演台の前にはクリアパネル、椅子の間は間隔をあける、体温測定、アルコール消
毒などと気を付けています。こうした対策が功を奏してか、幸い今のところ人にも動物にも感染者は出て
いません。

トラ舎の前に設置されたバー おとぎの国に暮らすヤギたち

山梨＠ヤギの唾液採取中

以上、COVID-19対応は、どの大学でも同じようなことをされていると思います。自分はPCやネットワーク
に強いと思っていたのですが、新しいシステムに慣れないことだけでなく、ログインに手間取るだけでイラ
イライライラ・・・。「ここのチェックを入れれば毎回ログインパスワードを入力する必要がなくなります」を信
じて毎回チェックするも、結局パスワードを求められてイライライライラ・・・パソコンの無い世界に，本気で
行きたいと思います．スマホがこんなに嫌いになったのも初めてかもしれません（昨年はスマホがなかっ
たら生きていけなかったのに・・・）。
しかし、自分が一番苦労しているのは、細々とした小さな仕事が膨大にあることです。もちろん全て重要
な内容ですが、もちろん重要な内容ですが、もちろん「こんなこと絶対に意味ないだろ」ってのは全くあり
ませんが、もちろん・・・・・・まあ、仕事の重要性はおいといても、とにかく細々としたことが大量にあって
頭の中がぐちゃぐちゃになります。何かを考える余裕どころか、いつ働いていつ休んでるんだかわからな
いという状況です。
この先どうなるのか想像もつきませんが、自分の頭の中がどうなっていくのは想像がつきます・・・。

山梨 裕美

新型コロナウィルスの感染拡大は、動物園業界にも大きな
影響を与えました。世界各地で動物園は休園を余儀なくされ、
当園も4月7日から5月17日まで休園しました。これほどまでに
休園したのは戦後初めてとのこと。普段は大賑わいの季節に、
静かな園内を歩くのは不思議な気持ちでした。職員が万が一
感染した場合に、全員が濃厚接触者になることを防ぐために、
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新型コロナウイルスと私

指導教員のI先生がスコットランドでの研究・・・・休暇？を終えて帰国したので、よし！これからみっちり
実験するぞ！と思っていた矢先、新型コロナウイルスによる感染拡大に拍車がかかり、あっという間に大
学への入構は禁止となりました。
コロナウイルスによって生活は一変。外出は週に一度、必要最低限の食糧や生活用品を買い、それ以
外は家から出ないという生活を送ることになりました。外出時も人が近い距離にいるということがとてもスト
レスに感じ、今までは気にもしていなかったちょっとした体調の違和感でさえ不安の材料になりました。
しかし、このような状況になって良かったと思うこともありました。「ウイルスに感染するリスクを軽減する
ためにはまず、自分自身の体調を整えることが大事だ。規則正しい生活をしなさい。」と先生に指摘を受け
たのがきっかけで、生活習慣を見直し、少し改善することができました。食事もグレードアップし、魚を捌く
技術を習得することもできました。また、マスクを自作したのをきっかけに刺繍という新たな趣味を見つけ
ることもできました（アベノマスクはきちんと裏地に使わせていただきました。）。今考えると充実したステイ
ホーム生活を送っていたような気がします。
大学が入構禁止となる前の日、「次に会う時まで生き残ろうね。元気でね。」と先生とお別れの挨拶をし
ました（と言いつつ、すぐに再会しましたが）。研究はもちろん一時中断。牧場・動物園といったフィールド
へ行くことができなくなりました。フィールドへ行くことができないというのはとてももどかしかったです。ただ
でさえ、熊本地震により活動が制限されているのに、さらにコロナまで...一体どうやって研究活動をすれば
良いのか。こんな状態で卒業することができるのか不安でしかありませんでした。
感染の拡大が治まり出したころ、阿蘇の実習場（現在，東海大学農学部は、地震の被害のため熊本市
内に校舎があります）ではなく、熊本校舎内で飼育されているミニブタを研究対象に変更することになり、
なんとか実験を再開することができました。毎日動物の飼育管理をして、実験をするという当たり前だった
ことがとても特別に感じました。農学部の人間でありながら動物の飼育管理を毎日行うということをほとん
ど経験したことがなかったため、新鮮で、なんか農学部っぽい！と今更ながら実感することができ、ある意
味コロナウイルスが運んだ縁なのかな。と思いました。
同時に動物園での観察も再開しましたが、コロナ対策、特にマスクをしての観察は夏の暑さも相まってと
ても厳しいものでした。さらに、来園者とソーシャルディスタンスを取りつつ観察をするというのも今までに
なく気を使った観察となりました。一方，コロナのおかげか平日は来園者がとても少なく、ほぼ貸し切り状
態で、少し不思議な体験ができました。
学部２年生の時に熊本地震で被災し、実習中には北海道でも地震に遭遇、指導教員は１年間、スコット
ランドへ旅行（・・・・いや、研究・・・？）、そしてコロナウイルスによる在宅中心の学生ラストシーズン。こん
な経験をしている人間は周りにいないだろうなと思います。また、大学に通うことができない人もいる中、
大学に行って研究活動ができているということはとてもありがたく、再度入構禁止になるその日まで、後悔
のないよう、自分自身が納得のいく研究活動をしなければならないなと思いました。
コロナウイルスへの対応策が確立され、再び学会や勉強会が開催されることを願っております。みなさ
ま、お体に気をつけてお過ごしください。

今回の休園に対する動物たちの反応について、定量的な評価はあまりできませんでしたが、飼育担当
者に聞くと、動物それぞれだったようです。たいていがそれほど変わらなさそう…ということですが、たとえ
ばヨーロッパオオヤマネコは、休園期間は、来園者がいるときにはあまり使わなかった場所を探索してい
たようです。来園者とガラス越しによく関わりを持っていたゴリラのワカモノは、そうした時間がごっそりと
なくなりました。また4月頭までは、動物園内の「おとぎの国」では、家畜とのふれあいを行っていましたが、
動物とも人とも密が避けられないふれあい活動はそれ以降中止となっています。ふれあい活動がいつか
ら再開時期は未定ですが、ちょうど当園では動物福祉の観点からふれあい方法や飼育管理手法につい
て改善をはかっていました。ヤギたちの行動やストレスの評価に関して、学会員の帝京科学大学の戸澤
先生や帯広畜産大学の林先生と共同研究をしています。今回の状況を利用して、ふれあい活動が動物
にどのような影響を与えているのかを評価しながら、よりよい形を模索する機会にできればと思っていま
す。
海外では動物園を閉園することに決めたところなどもあるようです。野生動物との関わりが今回のコロ
ナウィルスの起源と関係しています。動物園での対策もさることながら、動物園としては、こうした野生動
物との適切な距離感についても普及啓発を続けていくことが重要だと感じています。

佐藤 優菜(東海大学M2)
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髙橋 希育(帝京科学大学3年)

状況で始まったオンライン授業は、とても苦労するものがありました。大半の授業で毎日のように課題が出
されたので授業後も課題に取り組むためにパソコンに向かい合っていました。朝から夕方までパソコンに永
遠と向かう日々が続いたことで、肩こりや目の疲労が悪化するばかりでした。それぞれの講義について１回
の授業につき、いくつもの課題が出されました。課題提出をすることが授業への出席や評価となることから、
今まで以上に毎回力を入れて課題に取り組まなければなりません。
気づけば多くの課題をこなさなければならない状態になっていて、昼夜逆転した生活になってしまい、生
活習慣は乱れるばかりでした。緊急事態宣言が解除された6月にはアルバイトが再開したことから、昼夜逆
転は改善しましたが、授業・課題とアルバイトを両立することは１日24時間では足りない状況となっていまし
た。そのため、自分の趣味に没頭してリフレッシュするような時間は全くありませんでした。しかし、このよう
な状況の中で全てが悪いことばかりではありませんでした。課題へ取り組むために自分で学習する時間と
学んだことをアウトプットする時間が以前よりも増えました。自らの実力を把握するための定期試験は重要
なことではありますが、通常の試験は学期の終わりに一度行われるだけのことが多く、今回のように毎回
の授業を自分から理解しようとすることや毎回復習して学んだことに対して自分の考えを書き出す方法も1
つの良い学びの機会だと感じました。
大学3年生は就職活動に向けての第一歩としてインターンへ参加をする学生が多いと聞いています。しか
し、周りの友人がどのようにインターンに参加しているのか、どこへ参加しに行っているのかなどの情報収
集についてこれまで雑談程度に出来ていましたが、今はなかなか出来ず、就活に不安を感じています。私
は動物園への就職を希望しています。マスメディアでは常に資金不足といわれている動物園が、COVID-
19の影響でより資金に悩まされる状態に陥ることが就活だけでなく、動物たちにも影響が出ないかとても心
配です。また、生き物を飼育する職場だからこそ、動物園の飼育員は感染リスクを考えながらも出勤しなけ
ればならない現実について考えることもありました。今後はこれらの不安を1つずつ解決しながら、COVID-
19終息後の動物園のあるべき姿を今一度考えていきたいと思いました。

新型コロナウイルス（COVID-19）感染症が未だに落ち着
く気配がありません、皆さんはどのようにお過ごしでしょう
か。私は帝京科学大学3年生の髙橋希育です。4月から当
たり前のように友人との大学生活が再開すると思っていま
したが、COVID-19感染が蔓延し始め、緊急事態宣言が発
令されたこともあり、5月には前期の授業が全てオンライン
での講義になりました。誰とも会うことが出来ずに前期は終
了し、後期の授業も基本的にオンラインでの講義となりまし
た。学生側は今まで経験したことがなく、誰もが手探りの

勉強会のお知らせ

戸澤あきつ（帝京科学大学）

んが、新型コロナウイルス感染予防はもちろんのこと、交通費がかからない、ネットがつながればどこからで
も参加できる、といったメリットもたくさんあります。私としても講演者や聴講者と直接会わずに実施すること
は寂しさや不安がありますが、「学びを止めない」ということで学びの方法としての新しい選択肢となればと
思い、ウェビナーでの開催に挑戦したいと思います。
日程については調整中ですが、2021年３月に開催しようと計画しています。講演予定者からの推薦もあり、
ゲスト講演者も予定しております。詳細決まり次第、追ってニュースレターやメーリングリストで周知いたしま
す。

告知

3月に開催を予定していた勉強会「動物の情動を知る方法」
は、新型コロナウイルス蔓延により中止となりました。感染者
状況等を見ながら、どのような形で開催するのが良いか演者
間で検討したところ、（流行に乗って！？）ウェビナーでの開
催を試みようということになりました。直接意見交換をすると
いうこれまでの勉強会の醍醐味は薄れてしまうかもしれませ
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ISAE2020 Global Virtual Meeting 
参加報告

山中 麻帆（石川県立大学D3）

発表は、2016年に福岡で行われた第17回アジア・大洋州畜産学会議（第17回AAAP）以来でした。その時
は、発表がポスター形式ということもあって、共同研究者の方も身近にいたので緊張も少なく、発表できた
と記憶しています。今回は、初めての口頭発表でしたが、
Web上での開催だったので聴衆の方々とは画面越しであるということと、事前に発表内容を録画して、そ
れを当日配信するというやり方での発表でしたので、何とかなると思い参加登録させて頂きました。しかし、
当日は質疑の際にとても緊張して頭の中が真っ白になってしまい、声を発することができず、何とも悔しい
初の口頭発表に終わってしまいました。
今回私は、展示キリンの探査行動の発現頻度と来訪者数の関係について発表せてもらいました。参加
した南、東、東南アジア地域のセクションでは、家畜を対象にした研究発表が大半を占める中、私の発表
は展示動物を対象にした研究内容だったこともあり、質問があるのかなど、少し不安でしたが、多くの質問
を頂き（私は記憶がなく後で聞いた話ですが）、終了後にもメールで問い合せがあり、その反響？に驚きま
した。私は、これまでに鳥羽水族館でジュゴンの行動と来訪者の関連性について調査を行うなど、展示動
物の行動と来訪者の関連性にとても興味を持って研究しています。将来的に、展示動物と来訪者の双方
にとってより良い関係を提供できればと思いながら、日々の研究を行っています。現在、石川県立大学大
学院の博士後期課程に在籍して動物の管理について、行動や生理的側面からみた適切な管理法につい
て研究を行っています。研究対象は今回の発表にあるような展示動物ばかりではなく、ウシも対象にして
その飼養管理についても研究しています。そのようなことから、将来的には広く動物の適切な管理に関連
した仕事をしたいと考えています。
今回は、質疑で大失敗をしてしまいましたが、めげずにこれからも積極的に発表する機会を増やしなが
ら、人前でも緊張せずに話せるよう頑張っていきたいと思います。私はISAEの会員ではありませんでした
が、今回は非会員でも発表できるということだったので、発表させて頂きました。次回からは会員として発
表できればと考えています。

報告

コロナ禍により延期となった国際応用動物行動学会
（ISAE） 第54回インド大会の代わりとして、2020年8月6日
～7日に開催されたISAE2020 Global Virtual Meetingに参
加しましたのでご報告させていただきます。国際学会での

編集後記
林 英明（酪農学園大学）

コロナ禍でニュースレターの発行も自粛していたわけで
はありませんが、遅くなってしまい申し訳ありません。

今回は、私自身が遠隔講義の対応を試行錯誤しながら、
実施していて、他の大学ではどの様にやられているのか、

興味があったため、いろいろな方々の助言をいただきながら、特集の記事を企画させていただきました。やは
り、学会で発表して、直に討論することで、研究はより活性化すると思っているので、来年は大会が実施され
ることを切に願っております。


