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岡田 久功さん 

 

【所属】大阪府立大学 生命環境科学域付属 獣医臨床センター 

【出身】鳥取大学 獣医神経病・腫瘍学研究室 

【仕事内容】大阪府立大学付属の動物病院で研修獣医師として勤務していま 

す。現在は様々な科に所属しながら、先生方の指導の下、実際に患者様を診さ 

せていただき診断および治療法、手技の向上に努めています。診療が終われ 

ば研修プログラム(症例報告会や輪読会など)をこなしつつ、自己研鑽に励んで 

います。  

 

Q、なぜ現在の進路を選択したのですか？ 

A、地域の方々の拠り所である父の動物病院を守りたい。患者様に寄り添い、より良い獣医療を伝えてい

きたいという想いから小動物臨床獣医師を選びました。そして、頼りにしてくれている方々に半端な獣医

療を提供するわけにはいかない。また、円滑に紹介できる繋がりが欲しい。現在の進路を選んだのはそう

いった理由からです。 

 

Q、JAVSに入ってよかったことや今役立っている点は何ですか？ 

A、JAVS では事務会計局で支部会計や西ブロック会計を務めながら、3 年生の時に獣音祭という音楽イ

ベントの立ち上げなどをやっていました。でも、やっぱり 2年生から 6年生まで所属していた動物感謝デー

協力委員会が一番ですね。チームとは生き物のようで、何か一つのことを成すには各々が協調して、しか

し全く別のことを成す必要がある。トップなんかは上手く協調を保つための脳みたいなもので、チームの

本質は各個人の有機的な繋がりにあると思います。JAVS でそういったことを経験できたのは、今日の職

場での動き方に繋がっていますね。 

 

Q、大学 6年間の内にしておいてよかった点、役立っている点をおしえてください。 

A、僕は６年間、軽音楽部に所属していました。それから趣味として自転車にも乗っていました。振り返っ

てよかったと思うのは、その仲間たちとの何気ない日常はもちろんですが、ある瞬間、脳の全てを、全身

を、一つの事に注ぐという経験です。本気の出し方というのは、きっとそういった積み重ねで身についてい

くものだと思います。あとはアルバイトでやっていた塾講師ですね、これはオーナー様へのインフォームと

似ていて、わからないことを、相手の反応を見ながら噛み砕いて話すというのは非常に今も役立っている

経験だと感じます。 

 

Q、新入生や上級生にアドバイスをお願いします。 

新入生：6年という時間は短いようで長く、体力や時間や人との交わりは大きく変化します。だから、今しか

やれないことをやりましょう。人は安定を求める生き物ですから、やらない理由を探すのが上手です。しか

し、その枷を振り払って一歩踏み出したぶんだけ、世界は確実に広がります。 

上級生：少し先にある、自分の未来が見えてくる頃だと思います。心が躍りますか？それとも不安です

か？そういう時にこそ、何気ない日常を大切にするべきです。社会に出て宝物になるのは、案外そんな時

間です。大学で過ごす日常は、今だけのものです。 



 

橋本雄大さん 

 

【所属】独立行政法人国際協力機構(JICA)青年海外協力隊(タンザニア) 

【出身】東京農工大学 

【仕事内容】簡潔に言うと「畜産農家の生産性向上」です。日本とは異なり、        

不適切な家畜の飼育環境が原因で慢性的な栄養不良や疾病            

発生が起こる中、各問題に対して技術的な指導・支援を以てアプローチし、

各農家や地域全体の現金収入向上に取り組んでいます。また衛生的な面

から、飼育者や食品の安全性を意識した活動も行っています。 

 

Q、なぜ現在の進路を選択したのですか？ 

A、2つあります。1つ目は純粋に途上国に貢献したいという思いです。将来どのようなキャリアを歩むにし

ろ、まずは現場を経験したいと考え本職を選びました。2 つ目は学生時代に国際協力分野や開発分野に

興味を持ったからです。途上国への関わり方にも様々ありますが、自分の考えに最もマッチした業界に進

みました。 

 

 

Q、新たな場での悩みや、感動したこと、想像と違っていたことはありますか？ 

A、まだタンザニアでの経験も浅いので、国民性や考え方のギャップの中で驚くことが多々ありますが悩

みは今のところ無いです。抽象的な話ですが、文化の違いを否定するのではなく「何事も一度受け入れた

上で自分の意見を言う」という考えが大切。難しいのですが、この過程を経て自分の意見を理解してもら

えた時や相互理解が生れたときが、最も感動します。 

実務的な点では日本ではまず見ないような、炭疽や牛肺疫、トリパノソーマのような病気が存在します(1

年生の方、そのうち勉強します)。獣医師としていい経験をしていると思っています。 

 

 

Q、JAVSに入っていて良かったと思うことや、今役立っていると思う点はなんですか？ 

A、JAVS では主に支部長と副会長を務めました。実は私の進路は支部長時代に JAVS で出会った先輩

に強く影響されています。JICA の事は入学前には全く知らなかったですし、大学の中だけで過ごしていて

も知ることはなかったと思うので、JAVSに入って良かったと思っています。 

副会長としては、様々な大学やイベントで、多くの人と交流する機会を頂きました。考え方や価値観に幅

を持たせた時期であったと同時に、発信することの大切さを学んだのもこの時期です。今回インタビュー

の機会を頂けたのも、副会長をしていたお陰です。 

 

 

 

 

 

 

 



Q、新入生＆上級生へのメッセージやアドバイスをお願いします。 

A、新入生：入学おめでとうございます。これからの 6 年間、是非多くの出会いを経験してください。海外で

活動していて感じることは、ある人の言葉を借りると「人間同士が“互いに異なった個性をもつ人間である

事”を認め合う事 」が最も大切だということです。その点、JAVS は様々な価値観に触れる素晴らしい機

会に溢れていますよ！ 

上級生：初めまして、またはお久しぶりです。学年が上がるにつれて、将来のことを考える機会が増え

ると思います。最近は SDGsなんて言葉を耳にする機会が多く、否が応でも意識してしまうと思いますが、

大切なのは「自分が何をしたいのか」と「獣医師になろうと思った理由」を掘り下げることだと思います。頑

張ってください。 

 

 

奈良岳明さん 

 

【所属】北須磨動物病院 

【出身】帯広畜産大学 解剖学研究室 

【仕事内容】犬猫及びエキゾチックアニマルの診療 

 

Q、なぜの現在の進路を選択したのですか？ 

A、エキゾチックアニマルの診療がしたかったから。 

 

Q、新たな場での悩みや、感動したこと、想像と違っていたことはありますか？ 

A、自分の知識不足で救えない動物が出てしまうことが悩み？ですかね。 

元気のない動物たちが元気になっていく姿は何回見ても感動しますね。 

 

Q、JAVSに入っていて良かったと思うことや、今役立っていると思う点はなんですか？ 

A、人脈が広がったおかげで、同じ大学にはほとんどいない同業の仲間ができたこと。 

 

Q、大学 6年間のうちにしておいて良かった点、今役立っている点はありますか？ 

A、友達作り、エキゾの勉強、いろんな病院に実習に行ったことですかね。あとは授業で習っただけのこと

が意外とたくさん役に立っている気がします。 

 

Q、新入生＆上級生へのメッセージやアドバイスはありますか？ 

A、新入生：自分が何をしたいのか、どうなりたいのかを考えておくとよいかと思います。長い長い大学生

活、遊ぶも学ぶも自由ですが、軸さえぶれなければどう過ごしてもいずれプラスになると思います。楽しん

でくださいね。 

上級生：残りの学生生活が何年だろうと、その 1 年１年は社会に出た後とは進み方が違います。やりた

いこと、今しかできないことを思いっきりやってください。 



 

 

 

 

 

 

 

  

全国 17大学、全ての会員に任意でアンケートをお願いし、 

新入生の皆さんに JAVSの魅力を伝えるこの企画！ 

会員からの生の声を参考に、入会を考えてみてください！ 

 

 JAVSはどこで知りましたか？ 

 
一番多いのはやはり新歓！ 

入学してすぐのため知り合い

ができやすく、他大の新歓に

も遊びに行けるのが魅力の

一つかもしれません。 

 ついで多いのが先輩や友人

など、知人からの勧誘です。 

自分も知り合いがいることで

入りやすさを感じました。 

 

 JAVSに入った理由は？ 

 
 理由についてはかなり分か

れましたね。 

上下の知り合いや他大との

繋がりが作れる、講演会など

を通じて自分の視野を広げ

るためなど自身の人脈やスキ

ルアップを目指して入る人も

いるようです！ 

ちなみに僕はなんとなく。 



～支部紹介～ 北ブロック 
 

【北大支部】 

週 1回昼休みに集まり、ご飯を食べながらイベント広報や 

実習報告などを行っています。イベントが多く、 

縦のつながりが強い支部です！ 

☆名物紹介☆  

獣医学部の近くにある第二農場！！  

雪に映える赤い屋根が素敵です！ 

 

【酪農支部】 

酪農支部はゆる〜く活動してます！ 
誰かの思いつきでイベントや飲みが開催されるのが 

酪農流です。フットワークの軽い精鋭は全国のイベントに 

参加するので見かけたときは優しくしてくださいね～ 

☆名物紹介☆ 

個人的に最寄駅前のブタキングを推したいです。 

 

【畜大支部】 

今年も-30度を記録した帯広畜産大学です。 

約 52名の会員がおり、クリスマス酒会、国試無双会などの 

支部イベントや、臨時の部会などゆる～くやっています。 

食虫会を開くのが支部長の夢です！ 

☆名物紹介☆  畜大内にあるカフェのカシュカシュという 

パフェは月ごとに味が異なりとても美味です！！ 

 

【岩大支部】 

私たちは月に何度か昼ミーテを行い、イベントの連絡や 

これからの支部企画をみんなで考えたりして、 

楽しく活動しています。春にも支部企画を計画中です♪ 

☆名物紹介☆ 

皆さん北水の池を知っていますか？ 

農学部の奥にある小さい池で、ここでお酒を飲んで、 

酔って財布をドボンする人も(;^ω^) 



～支部紹介～ 東ブロック 
 

【東大支部】 

こんにちは！JAVS東大支部長の永田です。 

東大支部は現在 18名で活動しており、 

少数精鋭となっています。 

東ブロックの中でもなかなかレアキャラですが、 

ぜひ気兼ねなく話しかけてください！ 

☆名物紹介☆ 

東大には日本に西洋式の獣医学を導入した 

ヤンソン先生の銅像があります。 

 

【農工支部】 

農工支部はほかの支部よりも規模は小さいですが、その分全員仲がいいです！ 

今年の農工支部ではどんどん支部で 

ご飯に行きたいと思っています！ 

近くの他大の方もぜひ参加してください！ 

☆名物紹介☆ 

農工大では毎年たくさん赤ちゃんヤギが生まれます！ 

お世話をしていると出産の瞬間に立ち会えるかも…？？ 

 

【日獣支部】 

支部には例年たくさんの会員が所属しています。 

1年生から 6年生まで、JAVSのコミュニティを活用して縦と横の繋がりを作っているので、 

新入生も是非、私たちのコミュニティで新しい出会いを作ってみてください！ 

☆名物紹介☆ 

モーモーベンチ！ 

狭い校内なのでいつでも目立っています！ 



【日大支部】 

こんにちは～日大支部は、春夏秋冬でそれぞれ様々なイベントを 

行っています！また、他ブロックや他支部のイベントに参加する人も多く、 

他大学の人との交流も盛んです！ 

☆名物紹介☆ 

日大にはバラ園があります。 

また、中に入ると手入れをしている方が 

丁寧に説明をしてくれます。 

 

【麻布支部】 

こんにちは～～！麻布支部（A 支部）です☆ 

麻布支部は関東圏内にあるため、周囲の獣医大学と連携して 

イベントを行なっています！北里生は 1 年生の時は相模原にいるので、 

今年はみんなでスキー合宿へ行きました( ´∀｀) 

☆名物紹介☆ 

麻布大学には学内に BBQ 場と JAVS の部室が 

あります！ぜひ遊びに来て下さい！ 

一緒に BBQ しましょう！ 

 

【北里支部】 

北里支部は、支部員約 50 人，一年から二年にかけて 

相模原から十和田へのキャンパス移動もあり、 

東も北も関わりのある支部です。 

支部員同士の家が近く，遊びに行く事も家に集まる事も 

すぐにできるので新歓やクリスマスパーティーなどにも 

たくさんの人が集まってくれます！ 

 

 

 

 

 

 

☆名物紹介☆ 

ねぶた祭りは当然，十和田湖でイベント企画も！ 

去年はイベント後に BBQ も！ 



～支部紹介～ 西ブロック 
 

【岐阜支部】 

岐阜大学支部では毎月企画をたてて、みんなで集まって 

個性豊かで一緒にいてすごく楽しいです！またいつでも来てください！ 

 

☆名物紹介☆ 

30分くらい考えましたが思い浮かばなかったため、 

テスト期間に発売される単位どらやきでも載せときます。岐大はモノよりもヒト！ 

【府大支部】 

初めまして！大阪府立大学支部です。府大支部では支部交流企画として 

ご飯会や支部旅行などをしています。また、2回生から獣医学生しかいない 

キャンパスに移ることもあり、縦のつながりの強い支部となっています！ 

 

☆名物紹介☆ 

りんくうプレミアムアウトレットです！異国情緒を身近に感じられます！ 

【鳥取支部】 

鳥取大学支部です。今年度は少数精鋭で頑張っています！ 

今期は、これまで少なかった支部企画をしていきたいと思っています。 

他支部との交流も計画するかもしれないので、その時はよろしくお願いします！ 

また、鳥取には砂丘があります。砂丘鬼ごっこでお待ちしています！！ 

 

☆名物紹介☆ 

鳥取大学周辺の名物と言ったら、砂丘ですかね。広大な砂原に心打たれること間違いなしです！！ 

【岡理支部】 

こんにちは！岡理支部です！ 

岡理支部は 2年生と 3年生だけしかいませんが 

現在 60人ほどで構成されています。 

幹部も支部員もとても楽しいメンバーで構成されているので、 

是非みなさんで JAVSを盛り上げていきましょう！ 

 

 ☆名物紹介☆ 

心臓破りの坂と呼ばれる大学に行くには必ず通らないといけない坂です。 

ほんとにえぐいです。 



～支部紹介～ 南ブロック 
 

【山口支部】 

皆さんこんにちは！ 

山口大学の支部は，それほど人数はいませんが， 

先輩後輩の垣根を越えて仲良く，ゆったり活動しています。 

他大学とより交流を深めることができたらなと思います！ 

秋吉台を初めとする観光地や温泉などもありますよ！ 

 

☆名物紹介☆ 

山大名物はジャンチキです！完食は難しいですが是非！ 

 

【宮崎支部】 

  こんにちは、宮崎支部です！ 

宮崎支部は、人数は少ないものの個性豊かなメンバーが集まっています。

新入生の皆さんには、南ブロックの様々なイベントを楽しみながら、 

色々な大学との交流を深めていただければと思います。 

 

☆名物紹介☆ 

  ヤシの木です。宮崎大学構内や道路沿いなど至る所に生えているので、

南国気分を味わえます。 

 

 

 

【鹿児島支部】 

鹿児島大学支部長の貞野義央です。 

鹿児島支部は南ブロックの山口大学と宮崎大学と一緒に活動を行っています。 

人数が少ない分よりアットホームな雰囲気の支部です。とりあえず入るでもよし！ 

何かしら自由に遊びに行くような活動を考えています 

 

☆名物紹介☆ 

鹿大の近くには「Karaoke SMILE」があります。 

なんと、焼酎飲み放題。ありがとうございます。 



全国イベント紹介 

 

 

 

全国獣医学生交流会(通称：夏大会) 

全国獣医学生交流会とは、毎年夏に開催される

JAVS の一大イベントです！ 

全国から会員が集まり、講演者の先生のお話を

聞いて一緒に勉強したり、企画を通して交流を

深めたりします。企画や会場手配などの準備も

全て学生の手で行われ、一体感は抜群です！ 

運営が終わった後の達成感はひとしおなので、

大きなイベントの運営に興味がある人はいつか

挑戦してみるといいかもしれませんね。 

2019 年の夏大会は暑さを避けて(？)北海道で

行われました！ 

動物感謝デー2019 in JAPAN "World Veterinary Day" 

動物感謝デーは、獣医師や獣医療の社会的役割を知ってもらうととも

に、動物愛護や福祉について考えてもらうことで、人と動物が共存する

豊かで健全な社会の形成を目指すイベントです。 

獣医師の仕事や動物の役割を、ステージイベントやブース展示などを

通じて分かりやすく紹介しています。 

JAVS 会員は JAVS ブースを運営  

したり、ボランティアとして他のブース

をお手伝いしています！ 

どちらのイベントも全国からたくさんの人が参加するので友達を増やしたい人におすすめ！ 

今年はどちらも関東開催予定です！近隣の方もそうでない方も要チェックですよー！ 



北ブロックイベント紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hello!!Veterinary World!! North 

1年生が参加する最初のブロックイベント!! 

1日目は先輩方をお招きしての講演会と懇親会。 

2日目は座談会やレクリエーションなど 

盛りだくさんの企画で 1年生を歓迎しました!! 

北ブロックミーティング 

14期はブロック企画として使用されるのは初!!  

満を持しての岩手大学開催でした。 

1日目は講演者をお呼びして豚コレラについての 

お話を伺いました。 

2日目は盛岡名物冷麺をみんなで堪能しました。 

十和田湖ダイブ…この単語が懐かしく感じますね 

(15期に期待!?) 

雪まつり 

全国から参加者が集まる北ブロックの大人気イベント!!  

14期は札幌で開催されました。 

1日目は雪合戦や雪上鬼ごっこ,餅つきなどの企画と 

みんなでアッツアツの鍋を囲んだ懇親会を行いました。 

さらに 2日目は北海道のグルメを開拓しに札幌の街に 

繰り出しました。 



東ブロックイベント紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hello!!Veterinary World!! East 

(通称東ハロベテ) 

毎年東ブロックに入学してくる新入生を迎え、交流を行うイベントです!! 

謎解き企画や学術系の企画、講演などを行い、楽しみました。 

ハロベテ行かずして JAVSは語れません!! 

 

北里追いコン 

2年から青森の十和田へ行ってしまう北里生を、 

東ブロックから追い出すイベントです!!東ブロックのメンバーと別れ

を告げるとともに、これからのお互いの成功を祈って飲み会を行

い、絆を深めるものになっています。 

日大鍋パ 

日大支部が主催するイベントで、 

毎年日大 1年が初めて企画、進行を行う行事です。 

11～12 月に行われ、他大のメンバーも多く参加する中でのレクや

鍋でまったりと、そして楽しく親交を深めます!! 

動物園ツアー 

動物園で行われる 100人規模の JAVS新歓イベントです。 

学年の壁を超えた 5,6 人の班に分かれ、園内を周りながらクイズな

どの企画に挑戦します。夕方以降は希望者のみの懇親会もあり、さ

らに他大の同期、先輩と交流を深めることができます!! 



西ブロックイベント紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hello!! Veterinary World!! WEST 

(通称西ハロベテ) 

５月に１泊２日で行われる西ブロックの交流イベント

です!! 昨年は大阪府の青少年自然の家「わっぱる」

にて行われ、80人強が参加しました。 

懇親会では打ち解けた仲間と自由に交流を楽しめ

ます。ここから JAVSライフをスタートしましょう！ 

 

砂丘鬼ごっこ 

６月に１泊２日で行われる西ブロック最大のイベントです!! 

鬼ごっこやビーチフラッグなどの企画を行い、鳥取砂丘を

満喫します。 

たっぷり遊んだ後は温泉でまったりゆったりと・・・  

懇親会、BBQでは親交を深めることができました!! 



南ブロックイベント紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hello!! Veterinary World!! South 

毎年六月ごろに開催される新入生歓迎イベント、 
それがハロベテです!! 大学間の垣根を越えて、班

ごとにカレーライスを作ったり、レクリエーションをした

りして交流を深めました！！ 

南ブロックミーティング 

前回の春ミーテは宮崎でした！ 

宮崎県といえばチキン南蛮！ということで、みんなで 

チキン南蛮を食べたり、鵜戸神宮へ観光しに行ったりと、 

南ブロックらしくゆる～く楽しんでます!! 

 

運動会 

大分の砂浜でチームに分かれてグルグルバット 

対決！のはずが、途中からただの海水浴に・・・笑 

ほかにも温泉、うみたまごと大分を満喫しました！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JAVSはどこで知りましたか？ 
 

 

回答の中でもかなり多くの人におすすめのイベントとして推されていた、全国イベントで

ある動物感謝デーと夏大会。回答した皆さんから、おすすめした理由を聞いてみました！ 

 
みんなのおすすめ！ 

 

 

全国イベントの魅力 

 

 

企画が盛り沢山で、 

学びの他に遊びも充実していた。 
その名の通り 

全国の学生が一同に集まることができるから。 

参加する側と運営する側を経験し、 

貴重な体験と貴重な仲間ができました 

全国イベントの夏大会は、 

他ブロックとの繋がりを作りやすい

イベントだと思うのでおすすめです 

交流がひろがる！ 

楽しいから！ 

 

夏大会 
 

(全国獣医学生交流会) 

動物も飼い主さんも一緒に 

楽しめるイベント作りに 

携わることができたからです。 

仕事が多くてやりがいがある 

昨年の動物感謝デーでは西日本からの

学生が多く、東ブロック以外の学生と交

流する機会が持てたから。 

鷹がいたのでおすすめ 

参加者も一緒にイベントを 

作る感じがするから。 

行くだけで楽しい。 

今も交流が続く友達が

できた。 

他大学の友人との繋がりが 

できたことが大きいです。 

動物感謝デー 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JAVSはどこで知りましたか？ 
 

 

 また、おすすめのイベント 1位と充実度で 

二番目に人気の北ハロベテは新入生にむけて 

２年生だけで運営するイベントで、新入生のみ 

ならず上級生も楽しめるイベントになっている 

とコメントをいただきました！ 

北ブロックには北海道大学、酪農学園大学、帯広畜

産大学、岩手大学の 4 校があり、その全ての大学の学

生から回答を得られました！ 

全国イベントの夏大会や動物感謝デーは安定した人

気を誇っています。14 期の夏大会が北海道大学で開

かれたのも理由の一つかもしれません。 

 おすすめのイベントは？ 

 

回答者 割合 

北ブロック 
 

 
東ブロック 

回答者 割合 

東ブロックは６校もの大学が所属し、イベントも

多く精力的に活動しています！ 

北ブロック同様、東ブロックでも全国イベントを

おすすめする人は多く、充実度１位でも上位を占

めています。 

その中でも、東ブロックイベントの動物園ツアー

はかなりの人気を誇っています！回答してくれた

人の中には「行くだけで楽しい。今も交流が続く

友達ができた。」と絶賛している人もいました！ 

北里大学は２年生から十和田に行くため、北里

生を送る北里追いコンも毎年恒例のイベント 

として根強く、僕もおすすめのイベントの一つ 

に選びました。 

 入会した際は、是非とも色んなイベントに 

参加して、体験してみてください！ 

※西ブロック、南ブロックは回答数が十分に集まらず、掲載に足るデータが得られませんでした。申し訳ありません。 



 

局って何？？ 

・JAVSの理念や活動を外部（先生方や企業の皆さま）に発信する 

・海外の獣医学生との交流の機会を設ける 

・活動のための資金を集め、運用する 

このように JAVSの活動の運営をおこなうのが「局」です！ 

外務局、IVSA-J 局、事務会計局の３つがありますが、どの局に入っても 

素敵な仲間と出会い、将来に生かせるような様々な仕事を経験できますよ！ 

次のページから各局の主な活動内容を紹介していきます。 

局員の募集は秋に始まるので、 

少しでも興味がある方は周りにいる局員の先輩にいろいろな話を聞いてみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【JAVS 運営組織図】 

 

JAVS の窓口 海外への扉 お金の管理 



外務局
外務局とは？
一言でいうと、JAVSを外に向けてアピールする部門です。
下記の部門紹介に詳細がかかれていますが、発信アイテム(新歓冊子、ポスター等)を“制作する
チーム”とJAVSの存在を世の中にもっと知ってもらい、有効な関係を気づくための“説明する
チーム”に分かれ、さまざまな活動をしています。
絵をかくのが苦手な人も人に説明することが初めての人でも心配ありません！しっかりとした
研修があります！！！
少しでも興味がある方、詳細はこちらから⇒外務局メールアドレス : javs.gaimkyoku@gmail.com

部門紹介

―渉外部門―
主に、外部と良好な関係を構築する役割を担っています。
具体的には…企業訪問をし、直接企業の方々にお会いし、賛助会員として活動費を援助しても
らったり、獣医師の先生に講演依頼をして講演していただいたり、学会にJAVSとしてブースを
出展したりしています。
企業や獣医師の方と繋がりを持ちたい人・ビジネスメールや社会人マナーを身に着けたい人に
オススメの部門です！

―広報部門―
外部の方にJAVSを発信する役割を担っています。
具体的には…イベントを紹介するレポート作成・新入生向け新歓冊子・SNSやHPの管理を
行います。パソコンスキルを身に着けたい人、絵が上手な人や何かを作るのが好きな人
にはオススメの部門です！

↑お仕事中の様子 ↑外務局全体写真



事務会計局
事務会計局とは？
イベントの補助や交通費補助、海外進出の手助け等…
獣医師である未来のために！そしてその未来は人それぞれであるため、皆様が納得する
お金の使い方を考えています。

部門紹介

―支部・ブロックサポート部門(通称：きら部門)―
支部・ブロック会員向けのサポートをしています。
具体的には・・・
各支部やブロックのニーズに合った資金運用、支部費や支部会員名簿の管理等を行っています。

―委員会サポート部門(通称：ばり部門)―
委員会の管理・サポートを行います。
具体的には・・・
委員会の書類チェック、予算案改善の補助・決算書の確認、活動資金の援助を行っています。

―局・役員サポート部門(通称：さら部門)―
賛助会費を使って局や役員の運用費のサポートをします。
具体的には・・・
局・役員に関するお金のルールを考える、幹部会・局のお金の動きの管理等を行っています。

一般会員会費

支部費
ブロック費

イベント交通費補助

イベント運用
補助費or貸与 局・役員運営費

賛助会員費
(担当：外務局)

(予算案をもとに分配）

支部・ブロックサポート部門 委員会サポート部門 局・役員サポート部門



 IVSA−J局
IVSA−J局とは？
国際獣医学⽣協会�International�Veterinary�Student�Association�
の⽇本⽀部局です。⽇本の獣医学⽣に海外をもっと⾝近に感じてもらうため

世界中の獣医学⽣や獣医師との交流を⾏っています。

部⾨紹介

−獣TIMES部⾨−
獣医業界及び動物業界についての情報やIVSAの情報をSNSで発信

⾃分の興味あるものを記事に出来ます

SNSを動かしたい⽅⼤歓迎です

−EO部⾨−
IEチーム：IVSA⽇本⽀部の窓⼝

海外で実習をしたい⽇本の学⽣の斡旋や

⽇本で実習したい海外の学⽣の斡旋

�
GEチーム：⻑期休みに⾏われる交換留学を担当

−IP部⾨−
イベント、講演会の⽴案〜本番の実⾏

著名な先⽣⽅もお呼びすることができます
 

twitter�@IVSAJ
instagram�@ivsajapan

HP�http://IVSA�Japan.jimdo.com/



運営対策室
運営対策室とは？
JAVSという組織が大きくなった一方、共用試験やコアカリなど獣医学生の環境が変化しつつある
ことから、JAVSの運営体制を現状に合った形にする必要があると考え設立しました。
運営対策室はJAVSの運営に関する問題点を明確化し、改善案を提示する活動を行っています。

活動紹介

運営対策室ではJAVSの活動に対し、様々な目線で課題や改善案を提示しています。

●運営向けアンケート
局や支部ブロック、委員会の構成員に運営に関するアンケートを行っています。
アンケートから得た運営上の課題・改善点を総会等で報告・提案しています。

●目安箱の運営
会員の皆様からJAVSの運営・組織に対するご意見をご投稿できる目安箱の運営を実施して
います。
会員と運営の橋渡しを行うことによって、 JAVSの運営がより会員に寄り沿った活動を行える
ようなサポートを行っています。

●JAVSカレンダーの運営
JAVSの予定が確認できるgoogleカレンダーの運営を行っております。

▶連絡先と目安箱、カレンダー
運営対策室に関する質問や連絡などは以下のメールアドレスで受け付けております。
メールアドレス：javs.taisaku@gmail.com

↑目安箱 ↑googleカレンダー



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JAVSはどこで知りましたか？ 
 

 
JAVSに入ってみて「こんな経験ができた！」「こんなスキルが身についた！」などの 

話や、逆に「これは想定外だった」「弊害に感じた」などの体験談を一部ご紹介！ 

 
JAVSに入って 

 

 

よかった？わるかった？ 

 

 

「コミュ力上がりました！」 

「会計班に入って会計の仕事をすることで、 

お金の管理についてより考えることができた」 

「パソコンスキルがついた。」 

「メールの書き方を学べた。」 

「人前に立つ事に抵抗がなくなった。」 

「順序立ててすることができるようになった。」 

「コミュ力と学力が向上した(比較的)」 

「六年生までの知り合いが増える」 

「他大学に友達ができる、先輩と仲良くなれる」 

「先輩、後輩、他大学の仲間ができた」 

「仲のいい友達ができた。」 

「JAVS入ってる人は話しやすい人多いので 

自分が話せなくても意外と友達多くできます！」 

「他の大学に出来た同期、先輩、後輩は、 

JAVSのおかげで出来た宝物だと思う。」 

「学生同士の交流や、現場の先生と気軽に話す機

会があることは大変嬉しく思います。」 

「実際に獣医さんからお話を聞くことのできる

機会もあり、参考になりました。」 

「上の立場に立ったり組織の運営に関わったり、 

他では出来ないことを学びました。」 

「色んな業界の人の話を聞く機会がある事。」 

「学年の壁を越えて関われるので視野が広がる」 

「他大学の友達、先輩、後輩と繋がれるので、 

視野が広がったし、将来の夢につながる人脈も 

得ることができました。」 

「北里生なので、 先輩が同じキャンパスにいず、 

先が分かりづらいのですが、JAVSに入って 

  先輩方からいろいろなお話を聞くことができて 

良かったです。」 

 

※紹介した体験談は一部であり、個人の感想です。 

「やりたいことと大学との両立が大変。」 

「局に入ってみたら仕事が思っていたよりも 

多くて、自分の時間が無くなった。」 

「大学ごとに休みの期間が違うから、 

予定が組みにくい。」 

「関東の人たちと比べると 

あまり活用できていない感を感じた。」 

「変な人と付き合わなければいけない」 

「遠い大学への遠征は金銭面で少し負担になりま

したが、それ以上に楽しめたので良かったです」 

「バイトをしていないと他のブロックイベントに

いけないことです～(泣)」 

「関東でやるイベントが多いから参加するとお金

が飛ぶ！(でも友達に会いたいから行く笑)」 

 「関東へ行きづらい」「交通費バカ高い」 


