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会長挨拶 
 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

日本獣医学生協会（JAVS）の第 14 期会長を務めております、藤田 滋と申します。 

 

僕は大学に入って 4 年目を迎えていますが、 

未だに「大学ってなにするところなのだろう？」と、ふと考えることがあります。 

新入生のみなさんは、「大学に入ったら、〇〇したい！」という熱い思いはありますか？ 

「勉強したい！」「研究したい！」「自分の将来を探したい！」「サークルや部活に打ち込みたい！」など、 

きっといろんな思いで溢れているはずです。 

 

大学では、できること/やってみたいことに何でもトライしてください。 

あなたが学生時代に全力で取り組んだこと全てが、「大学って何するところなのだろう？」という問いの答えに

なると思います。その答えはあなたひとりにしか作れません。 

悩んでいる暇があったら、一歩踏み出してみましょう！ 

 

そして、大学のいいところは、それらのことに一緒に取り組むたくさんの仲間がいることです。 

仲間と一緒に勉強したり、夢を語ったりしながら、素晴らしい学生生活を送ってください。 

健闘を祈っています！ 

…… 

…………… 

ちょーっと待ったぁぁ！！！まだ JAVS のことをお伝えしていません！ 

あなたはご自身の大学の学生であることに間違いはないのですが、 

もっと大きなくくりでいうと“獣医学生”であるのです。 

あなたの仲間は、同じ大学にだけにいるわけではありません。 

全国に散らばる 17 個の大学に、6 年間の学生生活、 

そして卒後獣医師として共に活動していく仲間たちがいます。 

そこには、自分の知らなかったことに挑戦している人がたくさんいます。 

 

さぁ、視野を広げて、外の世界を覗いてみませんか？ 

きっとあなたの学生生活により刺激をくれる景色が待っているはずです。 

『「学生である今」を「獣医師である未来」のために。』 

 

あなたの学生生活に少しでも彩りを加えられるよう、 

僕らは全力で活動していきます。 

 

ぜひ、一緒に獣医学生の可能性を探っていきませんか？ 

 

日本獣医学生協会 

（Japan Association of Veterinary Students, JAVS）  

第14期会長 日本大学4年 藤田 滋 



 



 



岐阜支部は支部員36人、上から下まで仲の良い支部です。
毎月イベントをやっていて、楽しみつつ、
色んな学びの機会を得る場所を目指して活動しています！

岐阜大学の名物といえば丸池(噴水)と単位どら焼きでしょうか？丸池には定点カメラがあるとかないとか、、、

ご入学おめでとうございます！
JAVS大阪府立大学支部は他大学と比べると
人数は少なめですが、その分気さくなメンバーが多く
楽しむことができます。
1年生はキャンパスが違いますが
一緒にJAVSを盛り上げていきましょう！

名物はりんくうアウトレットです。
観覧車もあるので1度行ってみてください！

鳥取支部長の岡部です！
鳥取は近くに他大学がなく寂しいですが
内輪で楽しくやってます。
1年生はとりあえずJAVSに入る風潮があり
頭数は揃うので数の暴力でゴリ押していきたいと
思います。
今期は支部旅行の復活など企画してます！

鳥取名物は言わずもがな砂丘おにごですが海の幸や温泉も最高です！

はじめまして！岡山理科大学支部です。
岡山理科大学はまだ1期生しかいないため
支部での活動は活発ではありませんが、
これから入ってくれる新入生のみなさんと
盛り上げて行きたいです！！

岡山理科大学今治キャンパスには、公的環境水の水槽がいくつか設置されています！
でも魚の組み合わせが悪すぎて、ハギ目の魚が他の魚のヒレを喰いちぎって惨状となっています。
これから改善して欲しいです…(;_;)右の写真は、設置されてすぐの平和な写真です笑

1年生のみなさんはこれからの大学生活、
楽しみなことが沢山待っていると
思います！
是非遊びに来てくださいね〜！



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。

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。

皆さんこんにちは！
こちら山口大学支部です！
山大は人数こそ少ないですが、その分先輩後輩仲良く
ほのぼのと活動しております！
山口は観光スポットあり、美味しいごはんあり、
温泉ありといいところです！
遊びに来てね！

山大名物はやはりジャンチキです！
あなたも完食にチャレンジしてみては？

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。

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。



全国獣医学生交流会（通称：夏大会）とは、毎年夏に開催されている、
全国から獣医学生が集まって交流を深めるイベントです。
イベント当日は、委員の方々によって作られたとても楽しい企画が行われ、
毎年大盛り上がりです！

午前企画！
お笑い活動もされている獣医師の豊田
陽一先生をお招きし、とても面白くて、
ためになるお話をしていただきました。

午後企画！
脱出ゲーム風の企画が行われました。
みんな、難解な問題に大苦戦・・・。
完全攻略できた班は、最高の笑顔を
見せていました。

以下は、一昨年行われた夏大会の様子です！

動物感謝デーは、日本獣医師会が主催する、多岐にわたる獣医師の役割と活動を
広く普及するために2007年から毎年継続して行われているイベントです。
2018年は二子玉川ライズが会場となりました！

JAVSは、イベント運営の
お手伝いなどを行う
ボランティアとして

参加します！



 

 

北ブロックイベント紹介 

北ブロック交流会 

帯広畜産大学で開催され、他ブロックからも毎年たくさんの参加者が集う、 

北国ならではの一大人気イベント！ 

1 日目は雪合戦やバイアスロンなどの 

企画と懇親会、2 日目はいろんな獣医師の 

職種を調べようという学術企画を行いました！ 

北 BMTG 

北里大学十和田キャンパスにて行われる夏のイベント！ 

1 日目は北里大学の先生による講演会やバーベキュー、 

2 日目は白浜海水浴場の砂浜で大根抜きと目隠し障害物競争を行いました！ 

十和田湖ダイブ？さて、何のことやら…。 

Hello!! Veterinary World!! North (通称北ハロ) 

１年生が参加する最初のブロックイベント！１日目は講演会、 

２日目はワードウルフや北 Vet 運動会などの 

オリエンテーリングを通じて 

親睦を深めました！ 



 

 

 

東ブロックイベント紹介 

 

 

 

 

 

 

Hello!! Veterinary World!! East (通称東ハロベテ) 

毎年東ブロックの獣医大学に入学してくる１年生を迎え交流するイベントです。 

楽しい企画、学術系企画と盛りだくさん！ 

同期の知り合いを増やしたい、先輩たちがどのような学生生活を 

送っているのか知りたいという新入生にはもってこいのイベントです！ 

 動物園ツアー 

ハロベテと大体同じ時期に開催される新入生を歓迎する企画です。 

少人数のグループに分かれて動物園を回ることで、 

他大学の先輩や新入生とも仲を深めることができます！ 

クイズなど飽きない企画がいっぱいなのでたくさん楽しめます！ 

 
日大鍋パ 

日大支部が主催の鍋パは、毎年１１月〜１２月ごろに開催される 

1 年生が主催のイベントです。他支部からの参加者も多く、 

毎年通っているという強者も…！レク企画もあるので、まったり楽しく交流できます。 

北里追いコン 

２年生の４月から青森のキャンパスへと移ってしまう北里生を 

東ブロックで送り出す飲み会イベントです！ 

これから会う機会が少なくなってしまう北里生と交流を深めて、東だけでなく 

北ブロックの友達を作ることができます。 

 



 

西ブロックイベント紹介 

5月に 1泊 2日で行われる 

西ブロックの獣医学生交流 

イベントです。 

レクや飯盒炊飯、夜には懇親会、遊ぶだけでなく 

真面目に将来や獣医について考える企画も行って 

います。 

鬼ごっこはもちろん、 

ビーチフラッグや BBQ 

をして鳥取砂丘を満喫 

できます。 

全国から参加者が集まる西ブロック最大のイベントです。 

 2018年の様子 

例年春休みに行われる西ブロックの 

交流イベントです。一昨年は海遊館 

のバックヤードツアー＆大阪府立大学 

で獣医師について考える幹部企画を行いました。 



 

 

南ブロックイベント紹介 

毎年自然の家(前回は山口 

秋吉台、前々回は熊本阿蘇) 

に60～70人ほど集まります。 

名物の料理企画は各々の個性 

がすごく出るところ！ 

今年はどんな 1年生がいるのかな…楽しみです。 

福岡県の百道浜で日が落ちる 

まで走り回りました！南の行事 

だけど他ブロックの参加者が多く、 

大学学年問わず皆でわちゃわちゃ。 

夜の BBQには和牛がでたとか… 

鹿児島市内を走る路面電車を使って 

すごろく。 

歩き疲れはしたけど皆楽しかった 

ようです！ 

二日目の動物園ではインスタ映え対決！正直何が勝ちかは 

わかりませんでした。。 



～｢局｣とは？～  

ここからは JAVSの運営に関わる仕事を担っている各局についての紹介です！ 

JAVSには、総務局・外務局・IVSA-J局・事務会計局の 4つの局と運営対策室が 

あります。そして、それぞれの局は、JAVS に必要不可欠な様々なお仕事をしています。 

皆さん、局がどんなところか、どんなお仕事をしているか気になりますよね？…ね！ 

                                       
 

 

 

 

          

  ｐ．23へ！                         ｐ．24へ！ 

                            

 

 

 

 

 

 

           ｐ．25へ！                         ｐ．26へ 

＊JAVS目安箱について 

幹部会と運営対策室では、会員の皆さんの運営に関する質問や疑問を募集しております。 

右の QR コードから、お気軽にお寄せください。 

皆さんのご意見・ご要望をお待ちしております！                            

       

海外への扉 

IVSA-J 局 

JAVS の外との窓口 

外務局 

JAVS のお金の管理 

事務会計局 

JAVS をより良く 

総務局 



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、有効な関係を築くための“説明する 

チーム”に分かれ、さまざまな活動しています。 

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→ javs.gaimkyoku@gmail.com 

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...新入生向け新歓冊子の作成・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 

オススメの部門です! 



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。 

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） 
委員会を金銭的な面からサポートしていきます。 

具体的には... 

委員会予算案改善のお手伝いや決算書チェック、委員会への資金援助等を行っています。 

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。 

一般会員費 

支部・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 



IVSA-J 局 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVSA-J局とは？ 
世界の獣医学生のための団体“IVSA”の日本支部のことです。 

世界の獣医学生との交流、日本の獣医学生に海外に興味を持ってもらうための活動 

を行っています。 

IE部門 
IE（Individual Exchange）部門は、日本の IVSA の窓口としての役割を持っています。IVSA

海外支部と連絡を取ったり、国境を越えた実習の仲介を行ったり、海外交流のため Postcard 

Exchangeを行います。 

IP部門 
IP(International Planning)部門は、学生の知識や視野を広げることを目的に、講演会等の

イベント運営を行います。講演会では国内・海外で幅広く活躍する先生方をお呼びし、講演して

いただくだけでなく、ワークショップを行うことで講演内容の理解を深めることができます。 

獣 TIMES部門 
獣 TIMES部門は、主に『海外の獣医学』をテーマに小冊子を作成しています。また、獣医師に 

インタビューを行った内容や、お薦めの書籍・映画について自分たちで記事を作ります。 

これらは夏大会・ハロベテといった多くの獣医学生が全国から集まる場で配布されています。 

GE+AC部門 
 GE（Group Exchange）部門は、数日間の海外交換留学プログラムです。２０２０年春に、日本

でアジアの獣医学生が集まり AC（Asia Conference）が行われます。 

本部門では ACの運営準備を行います。 



幹部会と運営対策室では、会員の皆さんの「運営に関する質問や疑問、意見」を受け付けて
います。
右のQRコードか下記のURLから、お気軽にご連絡ください！
皆さんのご意見・ご要望お待ちしております！
目安箱フォームURL：https://goo.gl/forms/rIOFUUVjsR86WNEi1

運営対策室には部門はなく、全員で活動に取り組んでいます。
様々なJAVSの運営経験や所属の人が集まり、多角的な目線でJAVSの課題や改善案を検
討しています。

・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。
結果を集計し、その組織にお返しするとともに、アンケートから得られたJAVS運
営全体でみられた課題を総会等で報告し、課題提示を行っています。

・改善案の提案

アンケートでみられた課題を分析し、その改善案を対策室内で検討して、幹部会や
役員会に提案しています。提案内容によって関わる組織にご協力をお願いし、一緒
に改善を目指しています。

・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お寄せいただける目安箱の運営
を、幹部会と一緒に行っています。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が行えるようなサポートを行っています。

運営対策室は、JAVSの運営で改善すべきところを明確化し、良くなるように提案をしてい
く活動を行っています。
JAVSにたくさんの獣医学生が集まり大きな団体となった一方で、コアカリや共用試験とい
った、獣医学生の環境が変化しつつあり、JAVSの運営体制を現状に合った形にする必要性
があると考え、設立しました。
運営対策室連絡先：javs.taisaku@gmail.com

運営対策室とは？

活動紹介

目安箱

JAVS目安箱LINE@ →



 

～ JAVSに入った理由？ / 何をしたくて入会したか？ ～ 
・ ・ 

こんにちは！ 

このページでは JAVS に加入した理由や目的を、全国の獣医大学に通う学生たちにアンケート

形式で聞いてみました！ 

入会した理由と並べて僕自身の経験談などを交えて紹介していますので、少しでも新規入会の

参考になれば幸いです。 

 

・先輩に(友達に)誘われて－回答者の 47.6% 

 →自分も先輩に誘われて入会を決めました。誰か知っている人が一緒というのはとても心強く、 

  先輩からであれば活動内容を聞くことができるので JAVS に興味を持ちやすいと思います！ 

 

・他大学の友人作り－回答者の 81.0%  

 →この理由は多くの学生が共感してくれました！JAVS には全国 17 もの獣医大学の学生が所属し

ています。自分も JAVS を通して多くの方に出会いましたが、変わっている人が多いです。 

しかし人生経験が豊富であることや、話をしていて面白い人ばかりなので、知人作りのために

JAVS を活用するのもアリです！ 

 

・縦との繋がり作り－回答者の 38.1% 

 →大学ごとに特色があり、先輩や後輩との繋がりやすさも異なると思います。同大学の先輩と話

ができれば、履修科目の内容や試験に向けての対策プリントなどがもらえるかもしれません。 

  北里生は十和田の先輩にいち早く会うことができる、そういった縦との繋がりを作れるという

点が JAVS の利点の一つだと思います。 

 

・視野を広げるため－回答者の 42.9% 

 →皆さんはどういう獣医師像をもって大学に入りましたか？小動物臨床に憧れていた自分は、

JAVS で開かれた講演や活動を通じて獣医療の多様さを目の当たりにしました。もちろん興味の

ある分野の繋がりも作れますが、JAVS では様々な切り口から獣医師についての話を聞くことが

できます。6 年以上の学生生活のなか、興味がある分野を増やしてみてはいかがでしょう。 

 

・なんとなく 

 →回答欄に加えませんでしたが、この意見は多いです。周りが入っているから、特に理由はない、

というように気軽に入れる団体です。活動するのも継続するのも任意なので、自分がやりたい

と思ったときから動き始めることができます！ 

・JAVS に入った理由/目的 



 

～ JAVS に入って良かった点・良くなかった点 ～ 

このページでは、JAVS の活動を通して感じた JAVS の良い点・悪い点を、自由記述で回答し

ていただきました。 

現会員の生の声ですので、何が JAVS の会員満足度を下げるのか、逆に何が良くて継続してい

るのかを皆さんに伝えられればと思います！ 

 

・他大学の友達が増えたことで情報網が広がった 

 →分かります。やはり他大学生との結びつきを意識する意見が多く見受けられました。近くの大学

間では交流もしやすく、情報の交換や刺激をもらえるのも利点の一つといえるでしょう。 

 

・局や委員会などで様々なスキルが向上できた 

 →僕も外務局に所属したことで、こういった冊子の制作や企業の方へ送るメールの作り方を学ぶ

ことができています。JAVS の活動を支える局員や、支部のコアなど運営側にまわってみるのも

良いと思います。 

 

・様々な考えをもつ人に出会えた 

 →本当に色んな人がいますよね。自分と違う考えや、異なる切り口から物事を見ることができる人

に出会う度、世界が広がるように感じます。将来に通じる発見を、皆さんも JAVS の仲間と探し

てみてはいかがでしょう。 

・JAVS に入って良かった点 

 

・イベントへ行くのが好きだったのでお金は飛びました(笑)  

 →確かに、イベントごとに参加費や交通費がかかると学生には相当負担になりますよね。 

JAVS のイベントは任意なので、お財布と相談してお越し下さい！ 

 

・地方の大学だとイベントが少なく、他大学との繋がりも希薄である 

 →これは難しい問題ですね。ブロックごとに特色などが異なり、できることが限られてしまうかも

しれません。しかし JAVS での活動は、自分のスキルアップをする上でとても最適な場であると

思います。ぜひ皆さんには自分なりの JAVS 活用法を見つけていただきたいです！ 

・JAVS に入って良くなかった点 



一番楽しいと思う＆おすすめのイベント 

○一番楽しいと思うイベント   

                    

 

 

 

 

 

 

○おすすめのイベント      

 

 

       

         

 

        

第 1位(同率) 

動物感謝デー 

第 3位 

砂丘鬼ごっこ 

第 1位(同率) 

Hello!! 

Veterinary 

World!!  

全国の獣医学生が

集まって、ボラスタと

して一緒にイベントを

作り上げられるから 

いつも企画がよく

考えられていて、 

とても楽しいから 

大学生になって、真剣に

鳥取砂丘で鬼ごっこなん

てなかなかできないから 

第 1位 

夏大会 

第 2位 

動物感謝デー 

第 3位 

Hello!! 

Veterinary 

World!! 

全国の JAVS会員

が集まり、自分の

ブロック以外の人

と知り合えるから 

色々な獣医師や企業の

人と話したり、様々な 

ブースを見て視野を 

広げることができたから 

他大の友達が

初めてできた

イベントだから 


