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ことぶき大学の再開に向けて
学 長 近 内 栄 一
富良野市内もようやく夏らしい日々が続き、ことぶき大学の学生の皆様におかれましては、ご
健勝でお過ごしのことと拝察いたします。
さて、今年は２月に入り新型コロナウイルス感染症の拡大が、全国に先駆ける形で全道的に
広まる中、組織的・集団的な学びを基本とする教育関係については学校教育だけではなく成
人・高齢者の皆さんが参加される教育活動において、感染拡大防止の観点から徹底した予防
策がとられました。特に、北海道等からの要請に基づき、毎年のようにインフルエンザの流行で
学級閉鎖などの措置が取られる学校については長期休業、罹患にともなう重症化が懸念され
る高齢者の皆さんが集う「ことぶき大学」についても、卒業式・入学式を中止せざるを得なかった
ことは誠に遺憾に思うところであります。
その様な中においても、学生の皆様の学びに対する熱意、そして教育委員会の安全対策に
対する取組にご理解とご協力をいただく中で、学生同士の情報交換や励まし合いの取組を続け
られ、７月以降の分散登校に結び付けて頂いたことに、深い敬意と感謝を申し上げる次第であり
ます。
現在、富良野圏域においては感染状況が沈静化していることから、新北海道スタイルによる
感染防止対策を徹底のもと、富良野校・山部校それぞれ、前年度の卒業証書・修了証書の
授与式と併せて今年度の入学式を行わせていただくこととなりました。夏の農産物の収穫や観
光シーズンとなり、少しずつ町に活気が出てきている中、これまでの皆様の学びの成果をお慶び
申し上げるとともに、新しい生活様式に基づく学びの場づくりを進めてまいりたいと考えております
ので、生涯に亘る学びの継続とご健勝をご祈念申し上げ、お祝いの挨拶といたします。

ことぶき大学再開を祝して
千羽鶴

～切り絵クラブ展示～

～新型コロナウイルス終息を祈って～
大学院２年

竹田ゆみこ さん

７月から分散登校が始まりました。学年単位で午前中だけの登校ではありましたが、皆
さんの元気な顔を見ることができて本当にうれしかったです。
自治会長の平澤稔さんには再開に至るまでの長い期間、連絡と調整、また何度も役員会
を開催し意見交換をすることができました。心から感謝を申し上げます。
また、今日の再開に向けて、「切り絵クラブ作品展」を開催するとともに、大学院２年

の竹田ゆみ子さんが「新型コロナウイルス終息を祈って」千羽鶴を折ったということです。
玄関ロビーに掲示させていただきました。
また、私ことで恐縮ですが、妻が妖精の手作りお人形を制作しています。このコロナウイ
ルス終息とことぶき大学の皆さんのご健康と祈っての作品ということで紹介させていただ
きました。
予想をはるかに超えた新型コロナウイルス感染症拡大は、私たちの生活自
体の見直しが求められています。それは慣例や通例ではなく、本当に大切な
もの、本当に必要なものとは何なのか見極めなさいということでしょうか。
メッキではなく、「ホンモノ」が評価される時代になるのだろうとも感じて
います。ことぶき大学の皆さんと一緒に、学びを通して、確かなもの、ホンモ
ノの生き方をめざしましょう！！

さて、本日の再開日ですが、富良野校と山部校、それぞれ別会場での再開となります。
分散登校でも連絡しましたが、短時間での終了と考えています。卒業式と修了式と入学
式を一緒にした形となり校歌も中止としました。皆さま方には、何卒ご理解いただき、ご
協力くださいますようお願いいたします。
なお、記念撮影時以外はマスク着用をお願いいたします。

Today’s

Schedule

11 時 20 分 記念撮影 （学生・職員）
11 時 30 分・修了・後片付け

令和 2 年度ことぶき大学再開日
～切り絵作品展示（28 日から）～
９時 30 分 自治会役員諸準備
９時 50 分 登校時間
本日の日程説明（上用）
10 時 00 分 ことぶき大学再開
職員紹介
令和元年度卒業証書授与
〃

修了証書授与

〃

皆勤賞・精勤賞授与

皆勤賞代表 第 2 研究生
平沢美代子さん
10 時 30 分 新入生紹介
10 時 40 分 高田校長の話
10 時 50 分 令和２年度の学習内容について
11 時 10 分 一年間の歩み ＤＶＤ視聴

➀ 座席について
別紙参照ください。今年度は、山部校と合
同で大会議室を使用しての学習会はありま
せん。別冊「学習計画 8P」にも記載されて
います。それぞれの学年で各自座席を決めて
ください。

② 卒業証書・修了証書の授与
名前を読み上げますので、順次、前に進み、
校長から受け取ってください。
③ 皆勤賞・精勤賞授与
代表者のみにお渡しします。
④ 記念写真撮影
撮影時のみマスクをおとりください。
⑤ その他
第 2 研究生の修了証書、並びに皆勤賞・
精勤賞メダル等は、学年ご
と座席後方に用紙してあ
あります。

祝ご卒業ご修了

令和元年度

富良野校第４４回本科卒業生 ４名
・武内 昭子 ・平澤 那子 ・平澤

卒業生・修了生
稔

・藤林ヤス子

富良野校第１７回研修生修了生 ５名
・岡田 博子 ・四宮 時夫 ・西濱 千汐
・藤野 良昭 ・西田マサ子

・平 沢 美 代 子

富良野校第３８回大学院修了生 ２名
・伊賀 啓子 ・坂本登志江

皆勤賞

精勤賞

◎富良野校本科２年生

◎富良野校本科１年生

・荒生トヨ子 ・上田 節子 ・原 あけみ
・桑山 美子 ・米村 成子
◎富良野校本科３年生
・伊藤 公雅
◎富良野校本科４年生
・武内 昭子 ・平澤 那子 ・平澤 稔
◎富良野校大学院１年生
・竹田ゆみ子
◎富良野校大学院２年生
・坂本登志江
◎富良野校研究生
・西濱 千汐 ・平沢美代子
◎富良野校第２研究生
・高田江美子

・髙見 保子 ・千葉 彰 ・宮西 久子
◎富良野校本科２年生
・和八 茂子
◎富良野校本科３年生
・池田 學
◎富良野校本科４年生
・藤林ヤス子
◎富良野校大学院１年生
・加瀬谷利江・萱原栄都子
◎富良野校研究生
・岡田 博子 ・四宮 時夫 ・藤野 良昭
◎富良野校第２研究生
・今
靖直 ・芳賀 光代

祝ご入学

令和２年度

新入生紹介

令和２年度新しく富良野校で 2 名、山部校で２名の新入生を迎えました。富良野校では

本科２年生の皆さんと学年を組むことになります。よろしくお願いします。

富良野校本科１年生
◎今村磨里子（いまむら

山部校 本科１年生
まりこ）

◎小林 静子（こばやし しずこ）

◎堂向 ト メ （どうむかい とめ）

◎濱口智慧子（はまぐち ちえこ）

新型コロナウイルス感染症は収まるどころか拡大しています。世界では、はるかに規模
が大きく一日感染数が数万人とも報告されております。経済の回復も、命に係わる重要な
ことですが、これからも新北海道スタイルを守り、感染症予防に心がけましょう。
以下に、感染症予防の資料を記載しました。睡眠時間をしっかりとる・栄養バランスを
考えて食事・適度な運動等で体を温めること…「免疫力」をつけましょう！！

新型コロナウイルス感染症予防チェックリスト
➀マスク着用

②換気対策（窓とドアの開放）１時間ごと１５分程度開放

③ソーシャルディスタンス
（〃

テーブル１台に２名（最低１M）、前後のテーブル間隔

２Ｍ）は開ける。④テーブルと椅子の除菌

⑤文化会館出入りの際の消毒

⑥発熱のある方、体調が優れない方は登校を避ける。
⑦参加者名簿の作成

８時 45 分 当番学年登校（本科１年・本科２年）
会場設営・除菌・換気
９時 15 分♢朝のつどい
Next Schedule
校歌を聴きます
ラジオ体操は中止します
10 時 00 分♢クラブ学習・同好会活動
連絡網・学習計画について説明
11 時 00 分♢源氏物語とは……
映画鑑賞会 1 部
12 時 00 分♢昼食・休憩
13 時 00 分♢映画鑑賞会２部
14 時 50 分♢解散・後片付け
同好会打合せ（予定）
自治会全役員会の開催（２Ｆ第一会議室）

８月から学習計画を基本に進めて
いきます。
次回は１２日（水曜日）ですが、
お盆でもあり忙しい頃かもしれま
せん。
現在の予定では、源氏物語の導
入として「映画鑑賞」を考えてい
ます。
これから学ぶのに、イメージは
とても大切なのですが、そのイメ
ージが希望や楽しみに直結するも
のでなくてはなりません。
ちょっと大胆な発想でイメージ
作りを考えていますので、乞うご
期待ください。
大ホールに移動して
視聴する予定です。

