
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、会員の皆さまのご承認を得て、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

た日本獣医生命科学大学 4 年の山本孝磨と申します。 

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１７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、日夜、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に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。しかしながら我々は獣医学生である以上、このような事態がただ過ぎ去るのを待つのではなく、ここから多くのこ

とを学ぶべきだと考えます。 

  

JAVS の設立理念の一つに 

「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。 

現在の世界の状況を踏まえた上で、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ず求められます。私、会長をはじめとする幹部は、JAVS 会員の皆さまにその協力の足掛かりとなるような意

見交換の場を提供し、互いに切磋琢磨しあうことのできる機会を創出していけるよう、尽力していく所存です。 

  

最後になりましたが、ここからは私が大切にしており日々意識しております考えをご紹介させていただきたいと思います。 

「四誓願 

一．獣医道において遅れを取らないこと。 

一．国のためにお役に立つこと。 

一．親に孝行すること。 

一．大慈悲の心をもって人のために尽くすこと」 

というものです。この元になったのは、『葉隠』（はがくれ）という江戸時代中期（1716 年ごろ）に書かれた書物です。肥前国

佐賀鍋島藩士・山本常朝が武士としての心得を口述し、それを同藩士田代陣基（つらもと）が筆録しまとめました。当時、帯

刀していた武士同様、獣医学生には常に命と向き合う覚悟と、責任を自覚することが求められていると考えます。そのため、私た

ちが大学、JAVSを通して学ぶべきことは、学問としての知識はもちろんのこと、倫理観や、多方向への思いやりであると考えます。 

私はできる限り 17 期の会長として、JAVS を通して、思いやりがはぐくまれ、温かい、真心で接しあえる集団形成のお手伝いをさ

せていただきたいと思っております。至らぬことは多々ございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

ここに改めまして、ご支援・ご協力頂いております多くの団体、企業の皆様、先生方、そして私たちを支えてくださっている全ての

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、私の就任の挨拶といたします。 

 

会長挨拶 

日本獣医学生協会(JAVS) 第 17 期会長 

日本獣医生命科学大学４年 山本孝磨 



 

OB・OGからのお言葉 

橋本直幸 様 

ご出身：岐阜大学 

ご所属(ご経歴)：倉敷芸術科学大学 

さくら動物病院→倉敷動物医療センター アイビー動物クリニック→現職 

お仕事内容：腫瘍、消化器を中心とした二次診療、動物看護師の教育、研究活動 

 

 

Q1. 現在の進路を選択された理由は何でしょうか？  

元々小動物臨床獣医師を志していたものの、大学在学中に研究職と迷っていました。大学院へ進学するほどの金銭的・

時間的余裕もなく、動物病院に就職し、11 年間臨床に没頭しました。その中でどうしても治せない疾患（難治性消化

器疾患やがんなど）に対して諦めきれず、さらには将来的に臨床研究を世に出せる獣医師になりたいと思ったため、医学

部の大学院へ進学し、がん治療の研究をはじめました。そんな中、現職のポストが空いたということで、お誘いを受け、動物

看護師の教員となりました。先生として仕事をしながら、学生として大学院で学んでいます。 

 

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？ 

人とのつながりは当然役立っており、今でも各分野にて活躍している元 JAVS の獣医師にいろいろと相談することがありま

す。症例の相談であったり、論文を教えてもらったり。今では教え子（動物看護師）の就職先としてお世話になったりして

います。 具体的なことは上記に挙げたことですが、それ以上に重要だったのは JAVS の仲間の活躍を横目に自分も負け

ずに頑張ろうと思えたことかもしれません。偉大な人物がたくさんいたので、自身のメンタルへ与える影響が大きかったです。 

 

Q3. 大学６年間の内にしておいてよかったと思うことについて教えてください。  

面白そうなイベントがあれば友だちを誘って参加していました。JAVS 関連はもちろんですが、無関係な諸々へ参加した経

験は今ではなかなかできないので、学生ならではかと思います。動物園関係のイベント、ボランティア、サークル関係、大学

で開催される諸々のイベント（文化祭みたいに大きいことからこっそり開かれる小さな集まり）にも積極的に参加していまし

た。イベントって誰かが面白いと思って企画してるので、参加してみたらどれも意外と面白いです。飲み会なども同じかもしれ

ません。ほとんど断ることなかったと思います。 なにを目的としてるのか、対象は誰を狙っているのか、広報の方法など学ぶこ

とがたくさんあります。一方、もったいないイベント（中身は良いのに広報下手）もあるので、そこから学ぶこともたくさんあり

ました。今大きな学会の企画を担っているのは、この頃の経験が大きいと思います。 

 

Q4. 新入生・上級生にアドバイスをお願いいたします 

上記の 6 年間の間にしておいてよかったこと、について、本当はもっと特別な経験もありますが、あえて誰でも実現可能なこ

とを挙げてみました。特別な経験も大事かもしれませんが、大切なことは、目の前のことに熱中し、没頭し、愉しむことだと

思います。 大学で当たり前に起こっている出来事は、大変貴重です。研究室での日常、バイト仲間との遊び、同期との飲

み会、牛や馬との触れ合い、うまくいかない卒論。JAVS 仲間と交流したり、旅をしたり、イベントを開催したりした経験は

代えがたい貴重なものですが、それも当たり前のように享受するのみだといつしかその魅力も感じられなくなってしまいます。

目の前に起こる全てを愉しむ心を持って、日々を過ごしてください。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

大関雄大 様 

ご出身：山口大学 

ご所属(ご経歴)：山口大学（2017 年卒）→ 青年海外協力隊（2017 年 7 月～2018 年 11

月）→ 長崎大学大学院（2019 年 4 月～現在） 

お仕事内容： 大学院生（医学系） 

 

 

Q1. 現在の進路を選択された理由は何でしょうか？  

大学時代、世界で活躍できる人材になりたいと考えていました。そして、大学卒業後すぐに青年海外協力隊（現：

JICA 海外協力隊）へ参加し、アフリカのマラウイ共和国という国に派遣されました。同じ時期に、近隣国のコンゴ民主共

和国でエボラウイルス感染症のアウトブレイクが起こりました。当時、私は現地の農村の診療所に配属され、住民向けに感

染症の予防啓発活動をしていました。この時に「もしここでエボラがアウトブレイクしたらどうなるのか」と考えたことがきっかけ

で、新興感染症の研究を志すようになりました。 

 

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？ 

自分のキャリアを考える機会を多く与えてもらったこと。大学に入学したての頃は、「6 年後どんな人間になるんだ、自分は

何がやりたいんだ」という悩みを抱えていました。そんな中 JAVS 主催の交流企画に参加すると、ワークショップなどを通じて

他の人たちが持つ様々な考え方・アイデアに触れ、特にキャリアについて悩んでいた私にとって多くの発見がありました。青年

海外協力隊を目指したのも、北海道大学卒の先輩と JAVS のイベントで出会ったことがきっかけでした。 

 

Q3. 大学６年間の内にしておいてよかったと思うことについて教えてください。  

自分の興味に従って行動したこと。大学生になると、ある程度自分で自由に使える時間が増えると思います。その時間を

使って興味を持ったことをやると、今後の人生における大きな財産を得られます。例えば私は、5 年生の時から教職課程を

履修し、最終的に獣医師免許に加えて教員免許も取得しました。自分が受けてきた学校教育の仕組みに興味を持った

からです。教職の勉強で得た知識・経験は、マラウイでの活動や大学院での学生指導に大変役立ちました。 

 

Q4. 新入生・上級生にアドバイスをお願いいたします 

まず、獣医学部に入ったからには、獣医師になるための勉強を頑張ってください。また、上級生になるにつれて、研究室配

属や就職活動など、自分で考えて決断するシーンが増えてきます。その時々で一番大事なのは、【他人の意見に引っ張ら

れすぎないこと】だと私は思います。皆さんの学生生活、そして人生の価値を決めるのは自分自身です。「自分がやりたいこ

とは何か」と考え、行動し続けてください。そして、一緒に頑張れる仲間を見つける場として、JAVS を利用してもらえたら嬉

しいです。 

 

 

 



北大支部（北海道大学）
北大獣医は1年生で一般教養を学び、2年生から本格的な勉強がス
タートします。学部生になった2年生がすぐに同学年や上級生とな
じめるようにJAVSでは様々なイベントを行っています！写真
は、今年の2月に行った雪まつりの時の写真です。コロナ禍で
したがマスクの徹底と換気のための屋外開催など工夫をして
雪だるま（雪像？）作りなど対面での交流を楽しみました。
～名物紹介～
北大、というか北ブロックの名物と言えばやっぱりジンパ！です
よね。最近は開催できていませんが、皆でラム肉をつつく時間は
青春そのものです。

酪農支部（酪農学園大学）
こんにちは、JAVS酪農支部です。私たちの大学は札幌近郊にキャンパ
スがあり、大学内に広い農地を有しているのが特徴です。そのため、特
に大動物系の実習や設備が充実しています。
また、私立大学がゆえに学生数が多いのも特徴です。そのため、JAVS
では先輩後輩のつながりが作りやすく、交流も多いです。写真は、みん
なで旭山動物園に遊びに行った時の写真です。
～名物紹介～
大学周辺の名物は駅前のブタキングというラーメン店です。大きな
チャーシューやボリュームのある野菜などが特徴のラーメンになります。
北海道にはほかにも美味しい食べ物や観光スポットがたくさんあります。
もしよかったらみなさんも一度いらしてみてください。

岩大支部（岩手大学）
岩手大学は岩手県の県庁所在地、盛岡市にキャンパスがあり、歩いてすぐの
ところには飲食店や遊べるお店がいくつかあります。岩手支部自体の人数は
多くはありませんが、だからこそ先輩後輩関係なく、仲良くなれる支部です。
北ブロックとしては、ゴールデンウィークにわんこそば大会を企画中です。
コロナでなかなか思うように活動できていませんが、新入生や新規入会を考
えている方は、是非新歓で雰囲気を掴んで頂ければ嬉しいです！
～名物紹介～
岩大付近には沢山のラーメン屋さんがあります。僕が特におすすめなのが、
「はなみち」というラーメン屋さんです。昼に行けば、、、なんと！ごはん
と唐揚げがお代わり無料！もちろんラーメンもめちゃくちゃおいしいので、
是非先輩を誘って奢ってもらいましょう！！！

畜大支部（帯広畜産大学）
北海道帯広市にある畜大支部では、クリスマス会を開いたり、追い
コンで飲み会をしたりしています！
さらにコロナが流行る前はドライブや寮祭での出店、他大学合同の
雪まつりなどもありました！皆親しみやすくて楽しい人達ばっかり
ですよ～！新入生の皆さんもぜひ私たちと一緒にイベントを盛り上
げていきましょう!!
～名物紹介～
畜大構内にある「ファームデザインズ」というおしゃれなカフェで
すね！毎月変わるカシュカシュというパフェが看板商品です！

支部紹介 北ブロック



農工支部（東京農工大学）
農工大は人数がとても少なく、近年はメンバーが不足し
ています。。。
今年はコロナでほとんどイベントができませんでしたが、
コロナの状況を見てイベントの企画を考えています！
他大学との交流も積極的に行おうと思うのでよろ
しくお願いします！
～名物紹介～
牛舎！大量の牛が飼育されていて，牛乳から作ら
れるカルピスが生協で人気です！農工大に来た際
はぜひ買ってみてください！（現在牛舎は工事中
で、リニューアルされる予定）

東大支部（東京大学）
東大では1年生、2年生は駒場キャンパスで

あ 幅広く一般教養を学び、3年生以降は基本
あ 的には本郷・弥生キャンパスで過ごします。
あ 進学する学科は1年生と2年生の途中までの
あ 成績を元に進学選択により決定します。獣
あ 医学科に入る時期は他大学の同学年の獣医
学生より遅くなるため、勉強の進度は少しハードかも
しれません。
～名物紹介～
農学部キャンパス内にハチ公と上野英三郎博士像があ
ります。
農学資料館にはハチ公の臓器が展示されています。

日獣支部（日本獣医生命科学大学）
日獣支部は5年生1人、3年生5人、2年生9人、1年生28
人の計43人が所属しています。日獣支部には外務局や
IVSA、運営対策室といった他の局で活躍する人も多く
所属しており、とても意欲的な人が集まっている支部
です。1７期ではほとんど対面イベントができていま
せんが、コロナが落ち着き次第、支部内や東ブロック
内での交流を深めていきたいと考えています。
～名物紹介～
横浜家系ラーメンの「つばさ屋」というお店です。
味はもちろんのこと、年末年始を除いて定休日がなく、並盛
中盛大盛が同価格なので、日獣大生にとても愛されて
いるお店です。

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！
いまはコロナであまりイベントができていませんが、いつ
もは大学が関東圏内にあるので周辺の獣医大学と連携して
イベントを行うことが多いです！
またイベントの最後には麻布支部独自の一丁締めがありま
す、ぜひ先輩から教わってください！
～名物紹介～
麻布大学には秋ごろになるととてもきれいないちょう並木
があります。
麻布大学に来た際はぜひチェックしてみてください！
また学内にBBQ場があるのでそこでBBQをしたりします！

北里支部（北里大学）
青森県の十和田市にある北里支部では、奥入瀬渓流や、
浅虫水族館などに遊びに行ったり、弘前の桜やねぶたを
見に行ったりしています。
コロナの影響で、例年行っていた行事への参加が難し

くなっていますが、やれる範囲で楽しめる活動をしてい
きたいと考えています。
～名物紹介～
大学の近くにある、おじゃれ和家というお店のから揚げ
定食が絶品です。量も多いので、大満足間違いなしで
す!!!

日大支部（日本大学）
日大では12月に他大学も招いて「鍋パ」
をしています。基本的にJAVSのイベン
トは２年生以上が企画していきますが、
日大の鍋パは1年生が企画、運営を行う
珍しいイベントです。1年生から
今後に活きる力や他大の学生、
先輩とのコネクションも作れる
最高のイベントです。
～名物紹介～
日大付近には美味しい飲み屋さ
ん、少し動けば江ノ島をはじめ、湘南の
カフェや観光スポットがありま
す。

東ブロック

支
部
紹
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西ブロック

支
部
紹
介

鳥大支部(鳥取大学)
鳥大支部は支部内の活動があまりないです。
しかし、砂丘鬼ごっこという全国規模のイベントがあります！
昨年はコロナの影響で鳥大のみでの開催でした。今年はできれば他
大学との交流もしたいと思っていますので、コロナがおさまったらぜひ
一緒に鬼ごっこしましょう！
～名物紹介～

鳥取といえば白バラ牛乳！おいしいだけでなく、グッズも可愛いので
おすすめです。

岡理支部(岡山理科大学)
岡理支部ではまず入会すると新歓を行います。新歓を行うことで先輩と後
輩とが仲を深めあい、これからのJAV Sの楽しさを伝えます。コロナが流行

っているので、定期的な飲み会は出来ませんが、収まり次第、飲み会を行
おうと思っています。ハローウィンパーティー、鳥取大学の近くにある
鳥取砂丘鬼ごっこなども開催されます。
～名物紹介～

岡山理科大学獣医学部は愛媛県今治市にあります。今治の名物といったら、
「焼豚卵飯」です。この焼豚卵飯は今治発祥とも言われています。今治は
中華屋さんが多いのですが、そこに行くと必ずと言っても良いくらい、
この焼豚卵飯があります。是非今治に来たらお召し上がりください。

岐阜支部(岐阜大学)

府大支部(大阪府立大学)
府大支部には、32人の方が所属しており、活動の主な内容は交流会です。
新型コロナウイルスの影響で、16期の活動はオンラインでの交流会しか

できませんでした。もちろん、普段はあまり話すことができない学年の
方とお話できてとても楽しかったのですが、今期17期は対面でのご飯会
や交流会、他大学との交流(これは引き続きオンラインかもしれません)
を増やしていきたいと思います！！
～名物紹介～

府大の名物は、、特にないです、ごめんなさい。が、噂によると
懇親会にて、りんくうキャンパスのライトコートでBBQをしてる

らしいです。ということは、私たちも、申請すればできるという
ことですね、許可取れたら支部でやりましょう！！

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～
岐阜タンメンや鶏ちゃん焼き、朴葉味噌などの美味しい物があります。

特に岐阜タンメンはニンニクの効いた野菜塩だしのスープがとっても美味
しいです！



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)

鹿児島支部(鹿児島大学)

残念ながら今まであまりイベントがなかったので、自分が支部長になっ
てしたいなと思うことを書きます。
4月 新入生歓迎行事 大学生活が始まったばかりの新入生に大学あ
るあるや勉強のこと進路のことをお喋りして親睦を深めます！（予定）
5月 南ブロックハロベテ 山大、宮大と合同で交流会を行います。2年
間はコロナの影響でできていないので早くできるといいですね！

～名物紹介～
JAVSとは関係ありませんが鹿児島には桜島があります。大学生にな
ったら一度は行ってみてください！桜島と夕日

山口は田舎なので土地はありますが映画館は隣の市に行かない
となかったり都会にある大学のようなきらびやかさと活気は少
ないかもしれませんが獣医学部はそんなことはありません！！
スポーツ大会は頻繁に開かれますし先輩との交流も多いです。
さらに一年生からヤギ、ポニーのお世話と一年生から動物に触
れ合えます。学年の横も縦の関係は充実しています。

～名物紹介～

山口大学はやっぱりイベントが多いので自分が行きたいものに
たくさん参加してください。スポーツも飲みも盛んです。みん
なでたくさん楽しみましょう！

私たち宮大支部は10月に登録会を終え、引継ぎを兼ねて11月にピク
ニックを行いました。雨だったため、野外で食事はできませんでし
たが、おいしいトマトラーメンを発見できました！新感覚の料理な
のでぜひ宮崎を訪れたら食べてほしいです！

12月はクリスマス会を行い、大学周辺のお店へ食べに行きました。
昭和52年創業で古き良きお店で海鮮丼をはじめとする多くの和膳を
いただくことができました。他大学に比べて人数は少ないですが、
外出を伴うイベントを気軽に行えるのは魅力だと思います！

～名物紹介～

大学周辺ではラーメン、日本食、定食などが食べられます。クリス
マス会でお世話になった海鮮茶屋うを佐は日本食屋さんで少し値は
張りますが、おいしい和膳がいただけます。種類が豊富で日本食が
好きな方、そうでない方含め満足できると思います。



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。

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

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です★



イベント紹介①

～北ブロック～
北ブロックの大きなイベントといえば、

やはり雪まつりです！

雪まつりは雪合戦や、雪上リレー、温泉に

入るなどのプログラムがありました。

直近2回はコロナウイルスの影響で

開催はできていません。運営も多くの人が

変わっているので、次回の開催はイベント

内容が大きく変わるかもしれません。

ぜひ、雪まつりに来てみてください！

新入生を対象にした１泊２日のイベントです。

獣医学生の先輩方のお話や、体を動かした

レクリエーションをしていました。残念ながら、

過去2回の開催はできていません。

17期の北ハロも例年通りに開催することは

難しいと思うので、別の形で新入生を

歓迎できたらなと思います。

ぜひ楽しみにしてください！

雪まつり

北ハロ



イベント紹介②

～東ブロック～

新学期が始まって最初のJAVS全体のイベントです。
4人・5人くらい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。 その点数で景品が貰えるかも…？？

一昨年・去年は中止になってしまいましたが、3年前はズーラシアに行きました！
そこで著者は他大の知り合いが初めて出来て

よりJAVSが楽しくなりました。

一昨年・去年は出来ていませんが、例年は
12月の寒い季節で開催されるイベントです。
日大近くの市民の家を借りてレクをやって
から鍋パをします。普段あまりJAVSイベン
トに参加しない日大生と話せるのは

ここだけです！
来年こそは参加したいですねぇ。

2年生から十和田に移る北里生の為を見送るイベントです。
去年・今年はオンラインとなってしまいましたが、

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。

東ブロックの大学の一年生が代表して企画します。
北里生と仲良くなって青森に行った時に

泊まらせてもらいましょう。笑

1年生がJAVSに初めて入って参加出来るブロックイベントです！
講演会やレクリエーションなどを通して新入生やJAVS会員に

楽しんで貰える勉強系のイベントです。
一昨年・昨年ははオンラインイベントになってしまいましたが、

例年は対面のイベントで関東の大学で行います。来年こそは対面に！

HELLO!Veterinary World（ハロベテ）

動物園ツアー

日大鍋パ

北里追いコン



 

～西ブロック～ 
イベント紹介③ 

鳥取砂丘で行われるイベントで、楽しむことに 

特化したイベントです！！ 

昨年はコロナのため開催できませんでしたが、 

例年は広大な砂丘で鬼ごっこやビーチ 

フラッグなど体を動かしたり、BBQなどを通して 

他大学との親睦を深めることができます！！ 

新入生が JAVSに入って初めて参加できる 

西ブロックのイベントです。 

昨年は、コロナのため開催できませんでしたが、 

例年は大阪など西ブロックの大学が集まり 

楽しく交流をしています。楽しむ系の企画や 

先輩からのアドバイスなどを通して、JAVSの良さを 

知ってもらうイベントとなっています！！ 

 西ハロ 

 砂丘鬼ごっこ 



 

～南ブロック～ 

イベント紹介④ 

そのほか、オンライン新歓や新入生歓迎のフットサル大会、クリスマス会をおこなった大学もありました。 

今年は支部間の交流も含めた鹿児島旅行も行いたいと考えています！ 

近年はコロナの影響でイベントがなかなか開催できていませんが、収まり次第、支部間の交流を 

兼ねたイベントを開催したいと考えています！ 

  

コロナの関係でここ 2年は開催できていませんが、 

本来であれば毎年 7月上旬に南ブロックでハロベテを 

開催しています。2019年のハロベテでは、海での 

レクリエーションをおこなったのちに実際に海に入って 

みんなではしゃぎ、全身びしょ濡れになったのが 

印象的でした！カレーを作ったり、夜に星を見に行ったり、 

いろんな仲間たちとたくさんしゃべって楽しい思い出が 

いっぱいでした。早くコロナが収まってほしいものです、、、 

 ハロベテ 

 
 

コロナで 2019年を最後に行えていませんが、 

2019年の運動会は大分の海浜公園に集まって 

ちょっとしたチーム対抗のゲーム、BBQや花火をして 

とても楽しい時間を過ごせました！海響館や温泉にも 

行きました。他のブロックの方が南に来ることはなか

なか 

 運動会 

  
大学の近くの動物園にみんなで行って、 

思い思いの動物をみたり、みんなでご飯を食べたり、 

とても楽しい時間でした！フラミンゴのショーを 

真剣に見たのが一番の思い出かな！ 

カピバラが一生懸命ご飯を食べていて 

かわいかったです！ 

 動物園ツアー 



 

 

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。

・新歓冊子、ポスター等を制作しSNSなどで“発信するチーム”

・JAVSの存在を世の中にもっと知ってもらい、外部と有効な関係を築くた
めの“JAVSの入り口となるチーム”

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ビジネスマナーわからない…という人でも心配あ
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

―広報部門―
外部の方にJAVSを発信する役割を担っています。
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!

―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...企業の方を講演会にお呼びしたり、対面では企業訪問をしたり
しています。
賛助会員として企業さんに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！



事務会計局

～事務会計局紹介～

事務会計局とは？
JAVSの様々な活動を、事務と会計の力でサポートする集団
です！

JAVSに入るとき、支部で友達と思い出を作るとき、委員会
でイベントを作り上げるとき、皆さんの活動に事務会計局
は目に見えない形でかかわっています。

JAVSの活動をひっそりと支える、縁の下の力持ち。

事務会計局は、皆さんとともにあります！

局員一緒に頑張ってくれる人も募集中です☆

面白い人結構います！

部門紹介
事務会計局では3つの部門が頑張ってます！

①きら部門（支部・ブロックサポート部門）
②ばり部門（委員会サポート部門）
③さら部門（局役員サポート部門）です！

どの部門も主に書類の管理と会計の支援を行います☆



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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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。 


