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この度日本獣医学生協会(以下、JAVS)の会長を務めてさせていただくことになりました麻布大学３年の鈴木皓之と

申します。我々の団体は、前身となった全国獣医学生交流会の「獣医学生同士のつながり作りと、獣医学生のための

情報、意見交換の場の提供」という理念を受け継ぎ発足し、今期で 16期目を迎えることとなりました。 

 

現在、我が国を含む世界は新型コロナウイルス感染症のパンデミックという難局に直面しており、多くの医療関係者、

獣医療関係者の方々が感染拡大を防ぐため日夜奮闘されております。このような状況におきまして、JAVS としては

活動を一部自粛せざるを得ません。しかし、我々は獣医学生としてこの事態がただ過ぎ去るのを待つだけではなく、

ここから多くのことを学び、将来の獣医界のあり方について考える必要があると思います。 

JAVS の設立理念の１つに、「日本のひいては、世界の獣医学の発展に寄与できる人材へと自らを成長させ、さらに

進んでは世界の平和とヒトを含む全ての動物の幸福へ貢献していくこと」とあります。現在の世界情勢を踏まえると、

ヒトを含む全ての動物の幸福への貢献には個人の力だけでなく、獣医師同士、獣医師と医師などの協力が必須です。

私を始めとする幹部は、JAVS 会員の皆さまにその協力の足掛かりとなる意見交換の場を提供し、互いに切磋琢磨

し合うことのできる機会を創出していけるよう、尽力させて頂く所存です。 

 

最後に、我々が目指す獣医師の役割が述べられている「獣医師の誓い—95年宣言」の全文を紹介させて頂きます。 

「獣医師の誓い—95年宣言」 

人類は、地球の環境を保全し、他の生物と調和を図る責任をもっている。特に獣医師は、動物の健康に責任を有する

とともに、人の健康についても密接に関わる役割を担っており、人と動物が共存できる環境を築く立場にある。 

獣医師は、また、人々がうるおいのある豊かな生活を楽しむことができるよう、広範多岐にわたる専門領域において、

社会の要請に積極的に応えていく必要がある。 

獣医師は、このような重大な社会的使命を果たすことを誇りとし、自らの生活をも心豊かにすることができるよう、 

高い見識と厳正な態度で職務を遂行しなければならない。 

以上の理念のもとに、私たち獣医師は、次のことを誓う。 

1. 動物の生命を尊重し、その健康と福祉に指導的な役割を果たすとともに、人の健康と福祉の増進に努める。 

2.人と動物の絆（ヒューマン・アニマル・ポンド）を確立するとともに、平和な社会の発展と環境の保全に努める。 

3.良識ある社会人としての人格と教養を一層高めて、専門職としてふさわしい言動を心がける。 

4.獣医学の最新の知識と技術の研鑽、普及に励み、関連科学との交流を推進する。 

5.相互の連帯と協調を密にし、国際交流を推進して世界の獣医師界の発展に努める。 

 

上記の宣言を胸に刻み、我々JAVSは、学生である今を獣医師である未来のために 

日々活動していく決意です。ここで、改めましてご支援・ご協力頂いております多くの 

団体や企業の皆様、先生方、そして私達を支えてくださる全ての方々に心より感謝 

申し上げます。そして今後とも皆様にご理解・ご協力をお願いし、私の就任の挨拶と 

致します。  

 
日本獣医学生協会(JAVS) 第 16期会長 

麻布大学 3年 鈴木皓之 

会 長 挨 拶 



  

新入生へ 大学は獣医になるための勉強の場であると共に人間としての成長の場でも

あると思います。高校までとは異なってほぼ全てが自由になります。最低限の勉強も

大事ですが１社会人として胸を張って卒業できるよう、6年間を楽しんでください。 

上級生へ 学年が上がると将来のことを考える時間も増えてくると思いますが実習に

行ったり先輩の話を参考にして自分に合った選択をしてください。 

Q4.新入生や上級生にアドバイスをお願いします！ 

OB・OGからのお言葉 

大学に入る前から牛に興味がありました。在学中に小動物に興味を持ったりも

しましたが、結局自分の一番興味のある分野に行こうと決めて産業動物臨床に

進みました。特に乳用牛を扱いたかったので特に酪農業が盛んな道東での就職

を決めました。 

Q1.なぜ現在の進路を選択したのですか？ 

私は獣医師には“視野を広く持つ事”が重要であると思っています。JAVS でいろいろな

イベントに参加させてもらって他大学の同期、先輩、後輩に出会えたことがメリットだと

思っています。皆それぞれの考えがあって、獣医を目指している周りの人の考えを聞くと

自分が注目していなかった点、重要視していなかった点など気付かせてもらいました。 

大学 6 年間の間に挫折して獣医を目指すのをやめようか迷った時期もありましたが、

JAVS等のイベントで同期などに会って自分のモチベーションの維持ができました。 

Q2.JAVS に入ってよかったことや今役立っていることは何ですか？ 

私は研究室に入ってから色んな学会に顔を出すようにしました。 

最初は内容も分からないし知らない先生ばかりでしたが通うにつれて内容も分かるように

なるし自分でも勉強するようになりました。色んな先生方と話すことでモチベーションも

維持していました。 

Q3.大学6年間の内にしておいて良かった点を教えてください。 

インペラトリス ルカ さん 

所属 : 北海道ひがし NOSAI 根室北部事業センター第一家畜診療科 

出身 : 麻布大学 衛生学第一研究室 

仕事内容 : 北海道 NOSAI で現場の産業動物獣医師として働いてます。 

一人で診療に行きながら分からない症例は先輩獣医と一緒に診療をしたり、急患対応をさせて

もらったり、分からないことも大変なこともありますが毎日楽しく頑張っています。 



  

新入生へ 今年は JAVS のイベントも中止やオンライン開催で JAVSの良さが伝わりきっていないの

ではと思います。JAVS は使い方によっては人生が何十倍にも豊かになる素敵な団体です。JAVSを

上手く利用して、それぞれが目指す素敵な獣医さんになれるように頑張って下さい。 

鳥取砂丘鬼ごっこ、北の雪まつり、南 B 運動会はおすすめイベントです。 

上級生へ “うっしーのくせに偉そうに語ってるなぁ”って思っている生意気な後輩ちゃん達、お元気

ですか？ 今年はイレギュラーなことが多すぎて心が疲れちゃってる人もいるでしょう、そんな時は 

うっしーの笑顔を思い出して元気出してね。 

Q4.新入生や上級生にアドバイスをお願いします！ 

富士山を眺めながら仕事するのもいいかなぁと思い、静岡県を選びました。今

の職場からは全く富士山は見えないので毎日辛いです。 

公務員になったのは、楽して生きたいと思ったからですが、残業も休日出勤も

連勤も普通にあるので、楽な仕事なんて世の中には存在しないということを実

感しています。 

Q1.なぜ現在の進路を選択したのですか？ 

お金がない、忙しいなどの言い訳を作らないようにして色んな所に行ってました。 

あと、実習は学生のうちしか行けない(行きづらい)と思うので、興味のない分野でも行ってみると

いいと思います。百聞は一見に如かずじゃないですけど、実習に行ったけど自分に合わなかったや

逆に行ってみたら楽しかったなど様々な感想が得られると思います。将来、獣医師として働く際に

私は小動物臨床医だから大動物のことや公務員獣医師の仕事は知らない、というのは無責任だと

思うので、色んな実習に行って一通りのことを学んでおくといいと思います。 

Q3.大学6年間の内にしておいて良かった点を教えてください。 

牛飼 裕美 さん 

所属 : 静岡県公務員 

出身 : 大阪府立大学 応用薬理学研究室 

仕事内容 : 静岡県環境衛生科学研究所に配属され、ウイルスに関する検査、研究を行っています。実際は、

4 月に配属されて以降研究どころではなく、ひたすらコロナの PCR 検査をしています…。 

私は支部長をしたわけでも局に入っていたわけでもなく、ただただ平社員として楽しんで 

いました。JAVSに入ったからこうしなければならない、役職につかなくてはならないと 

いったことはないので、ただの平としてイベントに参加し、その時々を楽しんでいました。

イベントに参加するだけでも大学内で過ごすだけでは得られない経験ができました。全国に

知り合いができ、様々な意見を持つ方々と話す機会が持てたことはよかったと思っています。 

Q2.JAVS に入ってよかったことや今役立っていることは何ですか？ 



 

「獣医学生と言う肩書きは非常に強力です。そして、今この瞬間も失効までの

タイムリミットは刻一刻と近付いています。」 

これは JAVS初代会長のお言葉です。大好きなので引用させていただきます。

みなさんの学生生活を心より応援しています。 

Q4.新入生や上級生にアドバイスをお願いします！ 

新しい知識や技術を身につける時、誰かのやり方を参考にすると思います。 

大学病院は複数分野の専門医が在籍しているため、参考元になる機会が多い病院

です。また、ご来院いただくオーナー様のご希望上「限界まで治療を行うとどう

なるか」「精密検査を行うと何が変わるのか」を知ることができます。 

Q1.なぜ現在の進路を選択したのですか？ 

私にとっては JAVS と内科学研究室活動の 2 つです。しかしこれらは大学や時期、周りの人間

などの環境、自分自身によって大きく変わります。 

また、人間は自分の過去を否定したくない生き物です。無意識のうちに美化します。上記２つは

今の自分の好きな部分を作り上げたものであるためやって良かったと思っています。 

Q3.大学6年間の内にしておいて良かった点を教えてください。 

一番大きなことは、考え方に変化があったことです。以前はシステム化や効率化を図れば、

組織・集団は機能すると考えていました。もちろんそれも大切なことですが、組織・集団に

属する個々人のモチベーション、したい・したくない、好き嫌いはもっと重要です。 

それらのお膳立ては上に立つ人間の重要な役割であると今は考えています。 

Q2.JAVS に入ってよかったことや今役立っていることは何ですか？ 

村田 結皆 さん 

所属 : 日本大学動物病院 

出身 : 日本大学 獣医内科学研究室 

仕事内容 : 大学病院は地域の動物病院からご紹介いただいた患者さんを

診察する病院（二次診療）です。専門的な意見や技術、設備等を

必要とする患者さんをご紹介いただいております。 

私たち研修医の仕事は専門医と相談しながら大学病院の診療を

運営していくことです。地域密着型の病院（一次診療）とは少し

違った経験を積むことができます。 



北大支部（北海道大学）
例年は週に1度、お昼休みにミーティング（昼ミーテ）を
行っていました。昼ミーテは学年を超えて色んな人と交流
できるチャンスなのですが、今期はコロナの影響で実施が
叶わず寂しいです。ただ、コロナに負けず、学年内の
つながりはもちろん、縦のつながりの強さは
いまだ健在です！！
～名物紹介～
北大の名物と言えば、銀杏並木ではないでしょうか。
秋になるととっても鮮やかに黄色に色づきます！

酪農支部（酪農学園大学）
酪農支部はフットワークが軽いのが特徴です！定期的な
集まりは少ないですが、誰かが声を上げるとすぐに人が
集まり飲みなどが開催されます。コロナの影響で全国の
友達と直接会うことは叶いませんでしたが、オンライン
イベントの出席率は全国一と言えるでしょう！
全国どこでも神出鬼没なので、直接会った時には優しく
してください！
～名物紹介～
大麻駅近くのさんたまは値段の割に量も多く、美味しい
です！

岩大支部（岩手大学）
岩手大学では例年、みんなで仮装して集まるハロウィン会など、
楽しい支部イベントが行われています。今年はクリスマス会を
開き、それぞれでプレゼントを持ち寄ってビンゴ大会やゲームを
行いました！この他にも小さいイベントを増やして行けたら
いいなと考えています！
～名物紹介～
岩手大学ほぼ構内にあるチコズカフェというインコカフェでは、
元気に飛び交うインコたちを眺めながらたくさんの種類の紅茶を
楽しめます！

畜大支部（帯広畜産大学）
畜大支部は季節ごとに支部イベントをやっていて、学年間の
交流も多いです！
支部長的には他支部との交流もどんどんしていきたいなと
思っています！親しみやすい雰囲気をつくっていきます！
～名物紹介～
簡単に…畜大内の味が月替わりのパフェが食べられる
カフェ！そして白いリス！この２つ！

支部紹介 北ブロック



農工支部（東京農工大学）
近年過疎化が進み、JAVSの中でも影の薄い農工大
支部。。。
ですが、安心してください！！
過疎化を打ち破るべく、タテの繋がりを深めたり
他の支部とも協力したり、色々模索中です！
これから一緒に支部を盛り上げていきましょう！！
～名物紹介～
馬と「夢」を追い求める者が集う場所、東京競馬場。
この“魔力”に惹かれて、農工大に決める人が後を
絶たないという、、

東大支部（東京大学）
東大は１年生,２年生は駒場キャンパス、３年生以降は
基本的には本郷キャンパスで過ごします。
入学当初は全員一般教養を学び、２年生の夏になって
学科が決まります。獣医学科に入るのも２年の後半から
なので、同学年の獣医学生より勉強は遅れています。
国家試験までには進度を合わせなくてはいけないので
少しハードかもしれません。
～名物紹介～
イチョウ並木が有名です。大学のシンボル的存在に
なっていて校章にも入っています。秋になると一面
黄色になり、めっちゃ綺麗。観光客もチラホラいます。
ただし、ぎんなんの実は臭いので実際に歩くときは
覚悟が必要です。

日獣支部（日本獣医生命科学大学）
日本獣医生命科学大学(略称：日獣)は東京都武蔵野市に
キャンパスがあります。
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～
名物は日本獣医生命科学大学一号館です。明治42年に
港区六本木付近に旧東京市麻布区役所庁舎として建設され、
昭和12年に現在の位置に移築されました。
登録有形文化財に登録されています！

東ブロック

支
部
紹
介



麻布支部（麻布大学）
こんにちは～～！麻布支部（A支部）です☆
麻布支部には毎年100人近くの支部員が所属しています。
個性豊かで楽しい支部です٩(ˊᗜˋ*)و
大学が関東圏内にあるため、周囲の獣医大学と連携して
イベントを行うことが多いです！イベントの最後には、
麻布支部独自の一丁締めをします。ぜひ先輩から教わって
ください！
～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（北里大学）
青森県十和田市にある北里支部では、他の市に遊びに
行ったりねぶた祭りなどのイベントに一緒に参加したり
します！
イベント後にはもちろん飲み会もあります！！
先輩後輩仲良く楽しめる支部を築いていけたらいいなと
思います。
～名物紹介～
ラーメン！寒い地域だからこそラーメン食べて
温まりましょう！

日大支部（日本大学）
日大支部は緩く活動してます！
今はコロナでなにも出来てないですが
また落ち着いたら日大のJAVSイベント（学祭や
日大鍋パなど）を企画出来ればなと思います！
2年3年の幹部も話しやすい子ばかりなのでどんどん
声掛けてください～！
～名物紹介～
名物は日大の隣の駅のご飯屋さん
やっさいもっさいという居酒屋です！
お酒が死ぬほど美味しくて雰囲気も
良いです。

東ブロック

支
部
紹
介



西ブロック

支
部
紹
介

鳥大支部(鳥取大学)
鳥大支部では支部内の活動があまりないので、1年生が沢山入っ
てくれた16期は支部内イベントを充実させたいと夢見ています。
砂丘鬼ごっこも開催したいのですが…コロナが一刻も早く
おさまって欲しいと願うばかりです。
砂丘鬼ごっこは全国規模の楽しみイベントなので、もし開催でき
たらぜひ参加してみてください！
～名物紹介～
大学内のベーカリーがとても美味しいので個人的に大好きです。

岡理支部(岡山理科大学)
岡山理科大支部では、特に決まったイベントはなく流れに任せた
感じでイベントを開くという形になっています！
この状況下なので、今期はイベントを開催できるかまだ分かりませ
んが、開催できた際には学年関係なく楽しく過ごせる場や雰囲気を
作りたいと思っています(⌒▽⌒)
学校が新設されて3年目ということもあり、非常な建物が綺麗で
す！
でも3学年だけでパンパンなんだよな…(笑)

岐阜支部(岐阜大学)

府大支部(大阪府立大学)
大阪府立大学 生命環境科学域 獣医学類は他の学域とは異なり、
キャンパスが関西国際空港の近くにあります。りんくうタウン駅からは
キャンパスが見え、外見からは大学と判断するのが少し困難であるかと
思います。左図がそのキャンパスで周囲にも大きな建物があるので、
初めて見るときは少し驚くと思います。
～名物紹介～
下宿生からはあまりいい話を聞かないキャンパスですが、
アクセス状況は比較的よく、電車１本で北へ向かえば大阪難波に、
南へ向かえば高野山または和歌山といった自然があります。
また、初めだけではありますが、海辺から見る景色もいいと思います。

岐阜大学支部では毎月企画をたてて、みんなで集まり交流しています。
岐阜支部メンバーはやさしくて面白くて、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！



南ブロック

支
部
紹
介

山口支部(山口大学)

宮崎支部(宮崎大学)
こんにちはー！宮大支部です！
人数は少ないですが、個人個人でやりたいことを極めています。
IVSA-J局に関わっている先輩も多いとか。
自由な雰囲気です。というか自由すぎ！？
それはさておき、早くメンバーのみんなと楽しい企画したいです！
元気で優しいメンバーばっかりなので、他大学の皆さん、出会ったときは
よろしくお願いします！
～名物紹介～
観光地がおすすめ！例えば、青島は有名ですね。地形も面白いですよ！
あと、都井岬もありますね！

鹿児島支部(鹿児島大学)

～大学紹介～
鹿児島大学は鹿児島の中心地、鹿児島中央駅から徒歩圏内にある
立地最高の大学です。キャンパスの周りには美味しいごはん屋さんが
たくさんあって私もまだまだ開拓中です。
総合大学なので、他学部の友達が作りやすいのがいいところです。
特に共同獣医学部は、アジアで初の欧州獣医学教育機関協会
（EAEVE）の国際認証を取得し、教育にも力を入れている
良い大学です！
～名物紹介～
鹿児島の名物をインスタの質問機能を使ってみんなに募集しました！
桜島、地鳥刺し、芋焼酎、白熊アイス、桜島小みかん、さつまあげ、
豚トロラーメン、とんかつ、黒豚しゃぶしゃぶ、カンパチ、カツオ、
マグロ、うなぎ、指宿の砂蒸し風呂etc...
鹿大の近くにあるバングラディシュ料理屋さんが一押し！
基本的に鹿児島のご飯は美味しくて、県外から来た方にも高評価！！桜島と夕日

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！



 

 

全国獣医学生交流会（通称：夏大会） 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day” 
 

 

 

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。 

動物感謝デーは、獣医師や獸医療の社会的
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わかりや
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
したりしています！ 

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！ 



北ブロックイベント紹介 

 

北ブロックで 1 年生が初めて参加するイベント！ 

去年は zoom を使って交流企画をしました。 

例年はお泊りして 1 日目、2 日目と新入生から 

上級生まで楽しめる交流イベントです。 

 

 

 

全国からも人が集まる北ブロックの誇る超人気イベント！！ 

1 日目は雪合戦など雪を生かした企画で大盛り上がり。 

2 日目は開催地のグルメを楽しみ映える写真で競うバトルを開催。 

2020 は苦渋の決断でしたが開催中止に。 

2021 は盛大なものを開催したい... 

 

 

 

例年は東北で開催されることが多いイベント！ 

昨年は北ハロと同じくオンライン開催となりましたが 

今年は顔を合わせてみんなでわいわいしたい！ 

真面目な講演企画から十和田湖ダイブなど 

色々楽しめるのがこのイベント！！ 



東ブロックイベント紹介 
 

1 年生が JAVS に入って初めて参加できるブロックイベントです。 

新しく獣医の世界にやってきた 1 年生を歓迎するイベント。 

昨年はオンライン開催でしたが、例年は関東の大学で行います。 

講演会やレクリエーションを通して、新入生に獣医学生として、 

そして JAVS 会員としての楽しみかたを教えます。 

ようこそ、獣医の世界へ！ 

 

新学期が始まって最初の JAVS 全体のイベントです。 

少人数のグループに分かれて、1 日動物園を巡りながら 

ミッションをこなします。成績次第では豪華景品が 

もらえるかも…！？昨年は中止になってしましましたが、 

一昨年は横浜ズーラシアに行きました。全国の JAVS 会員が 

参加するので、たくさんの人と知り合うチャンスです。 

 

毎年 12 月ごろの寒い季節になると開催されるイベントです。 

日大近くに会場を借りて、みんなでお鍋を食べたり 

レクリエーションをしたりします。例年、日大 1 年生が中心に 

なって準備をします。みんなで温かいお鍋をつつきましょう！ 

 

2 年生から十和田へ移る北里 1 年生を見送るイベントです。 

例年は、町田などのお店で飲食しながらレクリエーションで遊びます。 

東ブロックの各大学の 1 年生が中心になってイベントを準備します。 

これまでのイベントで仲良くなった北里生ともっと仲良く、 

そして新たな友情が芽生えるかも…！？ 



西ブロックイベント紹介 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生が初めて参加するブロックイベントになります！ 

1 日目はレクリエーションをしてカレーを作りました。 

2 日目は班ごとに別れ、先輩方とお話し、交流を深めました。 

1 年生の歓迎会となりますので、是非参加してみてください！ 

 

 

鳥取県といえば鳥取砂丘！ 

西ブロックからが多いですが、全国から参加者が集まる 

大人気イベントです。 

1 日目は砂丘で鬼ごっこやビーチフラッグを行います。 

２日目はみんなで BBQ をします。 

去年は新型コロナの影響で開催されませんでしたが、 

今年はできたらいいですね！ 

 



ブロックイベント紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

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 

 

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ています！ 

 



 

 

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 の活動の運営を行うのが「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のいろいろな話

を聞いてみてください！ 

 

 

 
 

外務局 
JAVSの窓口 

IVSA-J局 
海外への扉 

事務会計局 
お金の管理 

 

【JAVS運営組織図】 



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(今は厳しいですが)、
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
にオススメの部門です！

↑外務局全体写真 (15期)

↑年末ミーテ (16期)

外務局のお楽しみ企画！

↓
局旅行や

年末ミーティングなど！



 

 
 

 

会員からの会費、活動にご賛同いただく方からの賛助会費について、 

皆様にとって良い、納得のいく使い道を考え管理していく！ 

というところです(=´∀｀)人(´∀｀=) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門構成 

支部・ブロックサポート部門『きら部門』 

各支部やブロックでのニーズに合った、会員の登録、名簿の管理 

 

 委員会サポート部門『ばり部門』 

 委員会の予算・決算の確認、活動資金の補助  

 

 局・役員サポート部門『さら部門』 

 局の予算・決算の作成や確認、局員・役員の活動費の補助  



IVSA-J局
IVSA局って？
・海外の獣医学⽣と交流できる！
・海外からの留学⽣のサポートができる！
・学⽣向けの講演会の企画運営を⾃分たちで⾏える！
・⾃分達が興味を持った仕事をしている獣医さんにインタ
ビューをして記事を書いてSNSで発信できる！
（こんなことをしている団体です）

IVSA-Jってなに？
「J」はJapanのJ。世界中にあるIVSAという獣医学⽣の団体と
つながっています。

中国に⾏ったり

講演会を企画運営したり

インタビューした記事を書いたり

SNAやってます！
詳しい活動内容は
SNAをチェックしてくだい！

Twitter、Instagram、Facebook
で「@IVSAJ」って検索して
みてね。



 

 

運営対策室 
 

 

 

 

運営対策室の仕事 

JAVS の活動が円滑に進むように他の局とは独立した機関です。具体的にどのようなことを

しているのかというと、各委員会、ブロック、支部へのアンケートの依頼とそのアンケート

結果の集計や、15 期からは JAVS の zoom アカウントの管理をしています。あとは、目安

箱の管理も運営対策室が行っているのですが、15 期では COVID-19 の影響でイベントがほ

とんどできなかったこともあってか、目安箱への投稿がなかったので、この機会に皆さんに

知っていただきたいです。 

 

 

運営対策室の部門 

運営対策室は部門に分かれていないので、それぞれの仕事に対して全員で検討し、全員で実

施していっています。今年は、もう少しイベントなどが開催できたらいいなと、思うのみで

す。 

16 期 

６
年
生
を
送
る
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全国の JAVS会員に聞く！！！ JAVSでは毎年会員向けのアンケートを行っています。 

今回も全国津々浦々様々１５の大学の会員からの回答が集ま

りました！！ ご協力ありがとうございました！！  

新入生の方々は勿論、 

会員の方々も是非参考にしてください！！ 

Q.1 どのブロック所属ですか？ 

今回は西ブロックが多いですね。因みに総所

属人数は東ブロックが一番多いです。 

Q.2 どのような理由から入会を決めましたか？ 

Q.3 どのようにして JAVSを知りましたか？ 

この結果から分かるように、JAVS の一番の強みは「全国の獣医学生と交流ができる」という点です。最近は

オンラインでの活動となってしまい、他大学との交流だけでなく自大学での交流が中々難しくなっていましたが、2021 年

中には対面企画を実施する予定です。お楽しみに!! 

やはり多いのは先輩伝いでの入会と新歓からの入会ですね。 

新１年生が JAVS に触れる最初の機会が支部新歓です。そこで自分の大学の同輩は勿論、自大学の先輩と交流することができま

す。 迷ったら新歓に参加してみる、これが一番大事かもしれません。 

※この集計結果で出てくる学年は 2021 年２月集計当時での学年です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ブロック別集計結果 

Q.1 現在何年生ですか？ 

Q.2 どこの大学に通っていますか？ 

Q.4 イベント充実度 1 位は？ 

Q.5 おすすめのイベントは？ 

Q.3 何年生で入会しましたか？ 

帯広畜産大学の方から多くのアンケートをいただきました。 

また、学年的には幅広く解答をいただくことができました。

ありがとうございました。 

入会時期は若干２年生の方がいらっしゃいますが基本的に

は１年生のようです。 

2020 年度は全ての対面イベントがなく

なる、或いはオンライン化しました。そん

な中でも人気だったのは夏大会と北ハ

ロベテのようです。北ブロック交流会は、

今年度は去年１０月にオンラインならで

はの形で北西ブロック交流会として開か

れ、かなり盛り上がりました。 

（ブロックイベントをご覧ください） 



 

 

 

 

 

  

ブロック別集計結果 

Q.2 どこの大学に通っていますか？ Q.1 何年生ですか？ 

Q.3 何年生で入会しましたか？ 

Q.4 イベント充実度 No.1 は？ 

Q.5 おススメのイベントは？ 

所属者数の多い東ブロックですが今回は２年生・３年

生から多く投票をいただきました。ありがとうござい

ました。新歓イベントが充実する（動物園ツアー・東ハ

ロベテ・各大学新歓）東ブロックは、やはり１年生での

入会が当たり前となっているようです。 

色々なイベントが東ブロックで実

地開催されますがその中でも全国

レベルでの交流ができる動物感謝

デーが人気のようです。動物園ツ

アーは、多摩動物公園を堪能する

東ブロック独自のイベントです。ど

ちらも去年は実地開催できず・・・

今年こそ全てのイベントが実地開

催できることを祈る限りです・・・ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック別集計結果 

Q.2 どこの大学に通っていますか？ Q.1 何年生ですか？ 

Q.3 何年生で入会しましたか？ 

Q.4 イベント充実度 No.1 は？ 

Q.5 おススメのイベントは？ 

西ブロックでは１・２年生から多く投票をいただきました。また

大学もほぼ偏りなく集計できたので西ブロックの方はかなり

参考にしやすいのではないかな、と思います・・・！ 

（回答ありがとうございます・・・！） 

入会時期は全員１年生のようですね。因みに西ブロックの新

歓イベントには西ハロベテと各大学新歓があります。 

なんと言っても砂丘鬼ごっこで

す。西ブロックで開催される超メ

インイベントです。他のイベントに

関しては他のブロック同様に 

夏大会・動物感謝デー・ハロベテ

が人気なようです。その中でも

充実度的には夏大会が人気で

すね。 

つまりは砂丘鬼ごっこは参加

しておけば憂いなしです。是非

参加しましょう・・・！ 



 

 

 

 

 

  

ブロック別集計結果 

Q.2 どこの大学に通っていますか？ Q.1 何年生ですか？ 

Q.3 何年生で入会しましたか？ 

Q.5 おススメのイベントは？ 

Q.4 イベント充実度 No.1 は？ 

南ブロック回収できたアンケート数が少なくはあり

ますが、１・２年生の方に意見をいただくことができ

ました。ありがとうございます。 

やはり皆さん１年生で入会されるようです。 

アンケート数が少ないため一概に断

言はできませんが南ハロベテと夏大

会が人気です。そして充実度トップに

は茶話会も挙げられています。投票さ

れてはいませんが南ブロックでは運

動会が開催されます。（詳細はブロッ

クイベント項参照）新入生は上級生に

聞いてみるのもありかと思います。是

非聞いてみてください。 



 

 

 

Q.1 JAVSに入って良かったことはありましたか？(関係の広がりやスキルアップなど) 

・大学や学年を超えて知り合いが増えたことや、局で仕事をしていく中でパソコンを使ったり、人前で話すスキルが上がった。 

・色んな価値観の人と知り合えた。 

・自分の大学に囚われない交友関係が持てた。 

長期休みはみんなで集まったり、時には委員会を設立して真面目な話をしたり、大切な仲です。 

・JAVS勉強会で先輩から教わった試験情報や対策が助かりました。 

・タイピングスキルやワード、パワポの資料作成が比較的得意になった！ 

Q.2 JAVSに入って、なにか弊害はありましたか？(金銭面や大学毎の特色など) 

・仕事のやりくりと対人関係が大変で、苦手な人ができてしまった。 

・年会費がかかるうえに、さらにイベントでも参加費＋交通費とお金がかさむこと。それでも参加するほど楽しいです！ 

・支部長時代は仕事が重なって辛い時もあった。 

・人の少ない支部は一人一人大変だとは思います。 

・まだ実感がない。 

Q.3 JAVSでおすすめしたいイベントになんと回答しましたか？またその理由についておしえてください。 

・北ブロ交流会(雪まつり) 

① 冬の北海道で、みんなが集まって交流する！それだけでとても盛り上がって、知り合いも増えるなんて自分でも驚きでした。その人た

ちと夏大会や動物感謝デーで一緒に活動できるということも、繋がりを強めてくれます。そういった意味で雪まつりは他の人と出会う

のに良いイベントだったと思います。 

② 人数が適度で交流しやすい 

・日大鍋パ 

圧倒的アットホームな空気感で、他の大学も受け入れてくれるからすごく楽しい！ 

・鳥取砂丘鬼ごっこ 

大学生になって鬼ごっこを本気でしたら小さい頃とはまた別に楽しかった。西ならでは、鳥取砂丘でしかできない特別感がある。 

・西ハロ（西ハロベテ）  

他大生とお泊まりできる機会はなかなかないので！ 

・動物感謝デー 

① このイベントは私が JAVSに積極的に参加するようになったきっかけとなったイベントだからです。 

たくさんのペットに囲まれて、楽しくお仕事できます！さらに全国からたくさんの会員が集まるため、いろいろな大学の方々とも仲良く

なれるので絶対参加すべき！ 

②  委員をやっていたから。イベントとして JAVS主体ではないが規模が大きく色んなところをみられて楽しいと思う。 

・夏大会 

全国から獣医学生が集まって勉強や交流ができる。人見知りでも知り合いが増えるから。 

・まだイベントがない 

新歓しかイベントを知らない。他のイベントにも参加したのかもしれませんが、少なくとも覚えているのはそれくらいです。 
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