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研究テーマに繋がる授業や部活動。
友だちと一緒の時間は経つのが早く
今日も一日があっという間です。

高野 明日香（栃木県出身）

農学部畜産学科３年　畜産物利用学研究室
住まい／ひとり暮らし（温水地区）
クラブ・サークル／農友会厚木支部総務部

いよいよ専門分野の勉強がスタート。
イベント運営の中心としても活動し、
仲間とよい関係を築けた１年でした。

猿田 将史（茨城県出身）

農学部農学科３年　ポストハーベスト学研究室
住まい／ひとり暮らし（愛名地区）
アルバイト／飲食店の接客
クラブ・サークル／農友会厚木支部総務部

冬季休業
実家でゆっくりお正月を迎えます。

前期定期試験
真面目に勉強してきたつもりだけど、試験となるとドキドキです…。

履修申請・前期授業開始
３年次から始まる研究室活動を踏まえ
て、計画的に科目を履修しました。
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厚木キャンパス

ひとり暮らしを始めて３年目。規則正しい生活が板
についてきました。お天気がいい日は、通学前に洗
濯を済ませてから大学へ。今日の授業は２コマ。ど
ちらも好きな科目だから、いつも先生の声が聴き取
りやすい席に陣取ります。部室で仲間と過ごす放課
後は、私にとって授業と同じくらい大切な時間です。

授業や試験、学校行事の流れもわかり、勉強＆サークルにも
っとも集中できるのが２年次。所属する「総務部」は、厚木
キャンパスの学生活動をトータルサポートする団体で、僕は
年間の各種イベントの企画や運営管理を担当しています。
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高野さんの1日（2年次）

猿田さんの時間割 （2年次後学期）
 月 火 水 木 金

起床
朝食は毎日しっかり
食べています
今日は授業が２時限目からなの
で、時間に余裕があります。朝食

メニューはごはんとみそ汁と目玉焼き。慣れれば自炊も苦に
なりません。

昼休み
友だちと一緒に
お昼ご飯
「レストランけやき」へ。栄養
バランスを考えて、選んだの
はハンバーグ＆唐揚げ、サラ
ダ、ごはん、みそ汁です。手作

り弁当を持参する日
もあるんですよ♪

さあ大学へ
通学時間は約15分
自転車通学している学生はけっこ
う多いんですよ。坂道を登りきると
キャンパスに到着。雨の日はバスを
利用。平日朝は１時間に８本も走っ
ているからとても便利です。

楽しい部活動の時間です
４時限目が終わると学内のク
ラブ＆サークル活動が活発に。
50以上もの団体があるのでと
っても賑やかです。私は各団体
の活動を支援する総務部に所
属しています。

２時限目
２年次は講義が中心です

今日の２時限目は、家畜の能力を遺伝的
に改良するための技術について学ぶ「家
畜育種学(二)」。畜産への理解を深める
うえで大事な授業。みんな真剣そのもの
です。

空き時間
コンピュータ自習室で

レポート作成
学生が自由に使える便利なコンピ
ュータ自習室でレポート作成。課
題に集中できる静かな環境が好評
で、私もよく利用しています。

３時限目
しっかり予習をして

授業に臨みます
３年次から所属する研究室のテーマと直
結した「畜産物利用学(二)」が３時限目。
乳製品やハムなどの基本的な製造法を学びます。

キャンパスを出て近所のスーパーへ

帰宅
ご飯を食べたらお風呂に入ってリラックス。

少し予習もしておこうかな。

猿田さんの１年間（２年次）

新入生歓迎企画

新しい仲間を迎えるために♪
各クラブ・サークルの新入生勧誘活動の
とりまとめや、総務部企画の「新入生歓迎
ガイダンス」の準備・運営の担当者に。責
任重大です！

農友会大会

僕たちの活動を
身近に感じてください
学生に農友会の活動を知ってもら
う大切な行事です。会場の確保、
出席者への連絡など準備を万端に
整えるのが僕の役目。とどこおり
なく大会を終えホッと一息です。

買い物のレシートを全
部取っておき、月末に
まとめて集計。翌月の
買い物計画に生かすこ
とで無駄な出費を抑え
ています。食材はタイ
ムサービス品などをま
とめ買い。また圧力な
べはガス代の節約にも
なるし、料理のバリエ
ーションも増えるので
おすすめですよ。

ひとり暮らしについて～ちょっとお金の話

〔１ヵ月の収支〕
●収入
　仕送り 100,000円
◇収入合計 100,000円
●支出
　家賃 44,000円
　水道・光熱費 7,000円
　食費 15,000円
　交際費 10,000円
　服飾費 15,000円
　貯蓄 9,000円
◇支出合計 100,000円
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春季スポーツ大会

恒例の春の企画。
心地よい汗を流そう！
会場を屋外から体育館に変更。参加者の
要望をもとに、種目は「フットサル」と

フライングディスクを使った「ドッヂビー」。天候を気にすることなく
楽しんでもらえました。

冬季スポーツ大会

運動不足解消に
ピッタリです
冬季は「バスケットボール」と
「バレーボール」の２種目で参
加を募り、約200人の学生が
参加してくれました。

夏季休業
帰省し実家の農業を手伝
います。まずは稲刈り機の
手入れから。９月の稲刈り
は親戚の手も借りるほど
の忙しさです。

収穫祭

悪天候にもめげず
盛大に開催！
第11回を迎えた厚木キャンパス
収穫祭。僕の担当は模擬店管理と
ゴミの分別。初日は残念ながら台
風で中止でしたが、参加団体と協
力し、2日目は、大いに盛り上げ
ることができました！

12月

後学期定期試験
１年を締めくくる大事な試験。単
位を落とさないようがんばるぞ！

1月

3年次へ

8月

後学期授業開始
専門分野の授業がとても面白く感じる毎日です。

２年次から「園芸生産科学コース」に

農学科では１年次に基礎を学んだ後、２年
次から「農業生産科学」と「園芸生産科学」の
２コースに分かれて学習します。僕は野菜
や花卉の栽培についても学べる「園芸生産
科学コース」を選択。幅広い農学の中から興
味ある分野を集中的に学べるので学習意欲
が湧きます。今後は収穫後の野菜の鮮度保
持について研究したいと考えています。

高野さんの時間割 （2年次後学期）

1時限  家畜衛生学   生命倫理

2時限  家畜飼養学  家畜 家畜
    育種学 ( 二 ) 生理学 ( 二 )

3 時限  畜産  畜産物
  マネジメント  利用学 ( 二 )

4 時限 英　語 食品 家畜
  微生物学 繁殖学 (二 )

5 時限

1時限 花卉栽培論    生命倫理

2時限   草地・飼料 果樹栽培論 都市園芸学
   作物学

3時限   英語（四） 中国語（二）

4時限 ポスト 野菜栽培論
 ハーベスト論

5時限

 月 火 水 木 金
生物学※
実験

※1～2時限続き、隔週開講

※
農業

実習（二）


