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日本の農業を切り拓く、農業経営者へ。

日本農業経営大学校
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― 写真で振り返るメルマガ 100 号の歩み ―
当メルマガでは、 日本農業経営大学校の活動の様子を中心に、 当法人の活動についてお伝えしてきました。
今回は 100 号を記念し、 学校での講義や行事について写真で振返りたいと思います。

特別講義

相撲観戦（学校行事）

富士登山（学校行事）

卒業生を訪ねる（視察）

ソフトボール（学校行事）

卒業研究発表会

第 １ 号 は 2012 年 10 月 17 日
に発行しました。 当時は学校がまだ
開校していませんでした。

第１0 号（2013 年 4 月 8 日発行）
第１期生の入学式の様子。 ここか
ら学校としての歴史が始まりました。
また、 この号から一般の方へのメル
マガ配信も始めました。
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