コロナでも、私たちは止まらない

日本獣医生命科学大学報 Vol.76

【感染対策を行いながらのキャリアカウンセリング】
※現在、キャリア支援室ではコロナ禍の状況を鑑み、WEB
面談と希望者による対面での両方でキャリアカウンセリング
を実施しています。
●WEB及び対面の面談予約は、
syushoku@nvlu.ac.jp まで
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獣医と生命科学の情報発信拠点たる我々が世界にHelloと呼
びかける必要があるのです。
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コロナ禍の学びと青春。

12:00

お昼休憩

2021年も、新型コロナウイルスの流行は収まりきることはありませんでした。
コロナ禍で学生の皆さんはどんな一日を送っているのでしょう？

午後の実習が始まる前に、ランチタイム。生協購買や学外のお店

ある学生さんの一日に密着してみました！

で買って、学内でいただきます。ランチタイムが終わったら、友人た
ちと少しおしゃべり。

5:00

起床

※特別にマスクを外して撮影しています。

大学まで約2時間かかるため、早めに
起床。冬は寒くて辛いですよね。電車
の中では、スマホをいじったり、大学
ポータルをチェック。たまには寝てしま
うことも。

5:00

6:20

起床

大学へ向かう

8:20

獣医保健看護学科2年次

獣医保健看護学科2年次

獣医保健看護学科2年次

菅野 紗希 さん

佐藤 双葉 さん

染谷 咲恵 さん

12:00

授業とレポート

お昼休憩

Q.正直、遠隔授業と対面授業どっちが良い？

8:20

今回協力してくれたのは…

A.うーん…どっちもどっちです(笑)遠隔授業は大

授業とレポート

獣医保健看護学科2年次

学に行かなくて楽ですが、小テストやレポート課題
Q.入学してすぐ、友だちはできた？

が多くて対面よりやることが多くてきついです。あと

学校に着いたら、E棟4階のラウンジ

A.入学式も中止で(2020年入学)、

画面越しなのでどうしても気は緩んでしまいます

でオンデマンド授業を受講。「家だと

1年前期はずっと遠隔授業だったので

…(笑)対面の方が友人にも会えるので、対面の方

集中できないし、実習のためだけに来

友人はあまりできず、3人しかいません

が良いですかね。

るのももったいないので…」とのこと。

でした…。

庄子 希佳 さん

授業はタブレット端末で受けているそ

Q.部活動やサークルは入って

う。資料を印刷せずに書き込めるので、

る？また、2020年は活動で

とっても便利なんだとか。

きてた？
A.HIPPO、バスケット同好会、
バッドマン、新歓実行委員会に

Q.その友人はどう出逢ったの？

所属していて、新歓実行委員会

タブレットにキーボードをつけてレポー

A.Instagramのタグ付けでニチジュ

トも作成しちゃいます。「タブレットは荷

ウの子を見つけて、同じ神奈川県出

Q.遠隔授業が主だった1年次の前期、授業

物の量も減るし、楽だし、本当におす

身だったので会って遊びました！たま

で困ったことはどう解決していたの？

すめです！」と力説してくれました。ちな

たまその子が気の合う子で、ニチ

A.とにかく分からなかったので、先生にメー

みに大学入学後すぐに買ったパソコン

ジュウだったから良かったですが、今

ルをするか、限られた人脈をフル活用して友

は、今は資料作りや打ち込む量が多

考えたらなかなかリスキーですね

人や先輩に聞いていました！

い課題に使っているそう。

(笑)でもそのくらいのことをするくら

は委員長をやることになりまし
た！2020年は全く活動できてい
ませんでした…

い、友人ができるか心配でした。
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14:00

実習開始

HIPPO!!

午後は実習。獣医保健看護学科では、

「HIPPO」とは、ニチジュウのダンス

100名を25名ずつ、4班に分けて実

サークルで、学生も多く所属しています。

習を行っています。今日は動物トレー

コロナ流行前は医獣祭などでダンスを

ニング学実習Ⅱ。実習前には検温と、

披露していました。

手洗いをしっかり行います！

「ダンスは高校の時もやっていたので、
どうしても入りたかった。活動できるの
を楽しみにしていました！」と庄子さん
と染谷さんは語ってくれました。
獣医保健看護学科3年次

宮澤 杏実 さん

14:00
~16:00

14:00

16:00

実習開始

実習終了

実習

16:00
~18:00

すきま時間

動物トレーニング学実習Ⅱでは、実際に動物と一

もうすぐ新入生が入学してくる季節。新歓実行委員

緒に実習を行います！動物に優しい扱い方や基本

会の委員長になったので、空いている時間には新

的なトレーニング法、それから、爪切りや耳掃除、グ

歓の資料作り！新歓実行委員会の仕事として、学生

ルーミングに慣らすためのテクニック等さまざまな

部長や学生支援課との打合せなどもこなします。

18:00

サークル活動

18:00

21:00

帰宅

サークル活動

やっと、やっと！待ちに待ったサークル活動の再開！
取材したこの日(12月13日)がちょうどHIPPOの活動再開日だそう。
2年生といえど、入学からずっと活動自粛だったため、今日が初めてのサークル活動です。
まだまだ色々と制約はありますが、活動ができるのは嬉しいですね！

内容を習います。

※写真は昨年の新歓の様子
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ケネルクラブ
①１年生25人、2年生14人、3年生20人、4年生18人
②犬を飼育しているため、基本的にお世話は毎日しており、
当番制で行っています。朝と夕方の2回お散歩へ行きま
す。学年につき一匹犬を迎え入れ、お世話しています。
以前は全体部会を週に1回、それとは別に学年部会も
週1回行っていました。不定期ですが矢崎潤先生(本学
非常勤講師)に、しつけに関して講義を開いていただく
学生活動が制限されていた2021年、部活動やサークル活動は何をしているのでしょう？いくつかの団体をご紹介します！

こともあり、犬の特性や接し方について学ぶことができ

①所属人数 ②活動内容 ③活動日 ④活動場所 ⑤部長より一言！

ます。他にも年間行事として、毎年夏の合宿や大学祭で
のペットショーの開催を行って来ました。
③毎日

愛奏会ウィンドアンサンブル

④学校内にある犬舎

①1年生4人、2年生4人、3年生8人、

⑤校内でケネル犬達が散歩していることがあると思います。

4年生13人、5年生以上数人の30人程度

どの犬達も人に触ってもらうのが大好きなので、気軽に

です。
②個人練や合奏をしたりします。演奏会など
に向けて曲を練習しています。
③火、木、土の18:00～21:00

左から… 凜(りん)ちゃん（シベリアンハスキー）

触れ合いに来てください。

ひまりちゃん（バーニーズ・マウンテンドッグ）
心陽(こはる)ちゃん（グレートピレニーズ）

④大学の講義室
⑤愛奏会は日獣唯一の吹奏楽サークルです！
吹奏楽経験者も未経験者も男女も学科も
問わず、部員大募集中です！Twitterやイ
ンスタもやっているので、#愛奏会 でぜ
ひ検索してみてください！仮入部もできるの
でぜひいらしてください！

▲いつも仲良くお散歩しています

▲2019年の医獣祭のペットショーの様子

バスケット同好会
居合道部
①1年1人、2年3人、3年4人、4年1人、6年1人
②居合道の型の習得
③毎週月曜木曜18:00～20:00
④武道場･多目的1･多目的2
⑤いつでも入部大歓迎です！今いる部員は全員未経験から始めています。
居合道をやったとこない人でも一から教えるので大丈夫です👍👍
居合道の段もとれます！！

①1年生19人、2年生22人、3年生14人
4年生12人、5年生6人、6年生4人
②バスケットボール
③水・金（現在はコロナの影響で不定期）
④アリーナ（A棟2階）
⑤みんなで楽しくバスケットをしています！
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内定を勝ち取れ！！

コロナに負けない就活の極意

一、自分がどう見られているか早めに知ろう！
WEB面接で一番苦労したのは、「表情」で

パソコンで1人面接をして答え方や表情を
録画し、自分で見返しては力を入れる部分

す。
私は自分で笑っているつもりでも口角が上

や表情の作り方を練習しました。

がっていなかったり、上がり方が左右非対称、

また、WEB面接の時は背景が白く、光が入

表情が硬い、目に光が入っておらず暗く見え

るところで受けたり、自分の目に光が入るよ

るといったことが課題でした。録画したもの
を見ると、すごく違和感があったのです。早く

うに、よくある卓上ライトを使って明るく見せ
ていました。

【就活時の一日の過ごし方】
１１時00分～１２時00分
キャリア支援室で面談やES(エントリーシー

私が就職活動をしていた時期は緊急事態

金がなく、家にあった10年程前のパソコン

問：就活に疲れた時のリフレッシュ方法は？
答：お酒を飲む！走る！

宣言が出たり、解除されたり、ワクチンも打っ

で頑張りました。古いパソコンなので止まっ

ていなく、世間的にもコロナへの警戒感が今

てしまったり、トラブルも何回か経験しました。

13時00分～14時00分

以上に強かったので、WEB面接が主流でし

例えばWEB面接中に止まってしまい、もうそ

問：就活で難しいと感じたのはどんな時？

た。どこの大学もオンライン授業が当たり前

の面接は受けられなくて落ちたり…。使って

答：いかに自分のメンタルを一定に保てるか！

研究室で担当した症例の診断書作成・提出
14時00分～15時30分
企業説明会
ドラッグストアでのアルバイト

くべきでした…。

【就活極意 一問一答】

ト)の添削。

１６時３０分～２１時３０分

からWEBでの見え方を自分でも確認してお

一、オンラインにまず慣れること！できればネット環境も良くしよう！

※面接がある日

になってきましたし、企業側も使いこなせるの いるパソコンが古く、お金に余裕があったら、
は当たり前と思っているので、オンラインの操 新しいものを買ってもいいかもしれません。

問:克服方法を教えてください！

作は慣れておくのが良いと思います。

答：予測できないことを準備してもしょうが

そんな状況なので、ネット環境もすごく重要

ネット回線も、私は兄妹がいてオンライン授
業をしていると混んでしまい、止まってしまう

だと思います。飲食店のアルバイトはコロナ

原因になりました。もし余裕があれば回線も

の影響でシフトを削られてしまったのでお

整備することをおすすめします！

ない。予測できる部分を大事に対策！

７時００分

二、対面の機会は絶好のチャンス！最大限のアピールを！
表情だけでなく、「話し方」も私にとっては
大きな課題でした。

があります。ある会社の面接官の方から「選
挙活動の政治家のようだ」と言われました…。

私はエントリー数をだいぶ絞って就職活動

急に話し方を直すのは難しかったので、そ

をしていて、伝えたいことや文章も企業ごと

の企業に対してどれだけ興味があるのか、ど

で大きな違いがなかったため、履歴書に書

んな行動を起こしたかなどエピソードを交え

起床
８時００分～１０時００分
ドラッグストアでのアルバイト
１２時００分～１５時００分
企業訪問
１８時００分～１８時３０分
採用選考試験。終了後は反省を行う。

二、悩んだらキャリア支援室に行ってみよう！
就職活動中は、キャリア支援室を週2回くら
いの頻度で使用していました。本当に就活
に関係しないことも相談していましたし、雑
談したり、悩み相談室としても利用させてい
ただきました。あまり友人にも会えない時期
だったので、本当に心のよりどころでした。

いた内容を覚えていました。それが裏目に出

て話しました。具体的には、説明会でも一番

て、暗記しているような印象を与えてしまって

初めの日程の一番最初に到着して印象付

もちろん、自分の就活について厳しい意見

いたのです。自分の話し方の特徴で、長く

けたり、志望企業が参加しているペット業界

が欲しい時には率直なアドバイスもいただき、

なってしまったり、伝えたいことをあれもこれ

のイベントに行きました。

本当に感謝しています。

もと付け加えながら話してしまうという欠点

就活生へ一言！！
獣医保健看護学科4年次

満田 遥花 さん

就活生へ一言！！

面接など大事な局面で体調を崩すと、そ

企業側は本来、対面で人柄を確認した

れだけで不安になり努力や準備の成果が

食品科学科4年次

いはずです。WEB面接も緊張しますが、

出し切れません。当たり前の様ですが、体

小松﨑 泰道 さん

対面の面接もまた違った緊張の仕方を

調管理や睡眠、ストレス発散の時間は大切

します。その時、自分がどうふるまうこと

Proｆiｌe

にしてください！また、コロナ禍で熱意や本

Proｆiｌe

ができるのかを分かっていないと、焦っ

内定先：

気度が伝わりにくいことも多いので、勇気

内定先：食肉加工品製造会社

てしまいます。

を出して少しアピールしてみたり直接コンタ

就職活動開始時期：3年次の夏

クトをとってみると、それだけで印象は大き

インターンシップ参加数：20社

対応できるかが問われると思います。テ

く変わります。ぜひ頑張ってください！

エントリー数：58社

スト対策、ES(エントリーシート)対策、そ

その他：キャリア支援室を超積極的に利用

の他色々な対策があって大変だとは思

ペットとの共生を支える建築・リフォーム会社

就職活動開始時期：3年次の夏
インターンシップ参加数：1社
エントリー数：5社
その他：3年次10月からは動物病院実習
を行っていたため、4年次春から本格的に
就職活動を開始。

ですので、これからはWEB面接と両方

いますが、面接が就活で一番企業に見
られる段階なので、こちらの対策も頑
張ってください！
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The road to specialist

道

The road to specialist

学生編

本学の教育理念は
「愛と科学の心を有する質の高い獣医師と専門職及び研究者の育成」。
獣医、獣医保健看護、動物、食品に関する専門職(スペシャリスト)
の道を歩むことを目指す学生の活動と既に歩んでいる卒業生の活躍を紹介します。

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部
動物科学科 食料自然共生経済学教室 所属

卒業生編
まさか私たちが結婚するなんて、同期

――将来開業したい方へ、何かアドバイスが

(郁乃)実は今、お腹に赤ちゃんがいまして、3

の誰も思っていなかった（笑）

あればお願いします！

月に出産予定です！！

――お2人は同級生ですよね。

(春希)開業コンサルタントの方には「どういう

――おめでとうございます！お医者さんはお

(郁乃さん、以下郁乃) そうですね。学生時代

病院にしたいか決めた方が良い」と言われま

仕事的に特に大変そうなイメージですが…

は普通の友人だったんですが、国試浪人して

した。「10人中6人は土日祝休みたいと言う

(郁乃)今は手術台とお腹の距離が出てきて

いた時に国試予備校で偶然出会って、結婚し

が、失敗する」と。僕は「365日24時間診療に

しまったので、長時間の手術は少し厳しいで

ました！友人たちからは、私たちが結婚したこ

したいです！」と言ったら、今勤めているところ

すが、短時間のものは行っています。動物病

とに驚かれました(笑)

の院長には「1日は休みにした方が良いよ」と

院も産休育休取れるところが分かれますね。

お互い獣医師だからこそ、理解しあえ

言われました(笑)今から開業するならそれくら

今勤めている病院は理解があって、これから

る

いストロングスタイルでいた方が良いと思いま

産休を取る予定です。女性の30代はどうし

――お互い臨床獣医師というのは実際どん

す。開業場所、開業スタイルは吟味した方が

ても人生の転機があったりで、仕事を離れな

な感じですか？

良いと思います。

(郁乃)時間がやっぱり合わないですね！彼は

学びを活かして、将来は教育普及活動もやってみたい。
水族館飼育員(内定) 後藤 優花子 Yukako Goto

長野時代から夜間対応していたので。

臨床医を続けたい

の不安があります。でも周りの友人もなんと

――えぇ！すごいですね…

――少し突っ込んだ質問になりますが、お二

か復帰しているので、話を聞きながらやって

（春希さん、以下春希）慣れました（笑）

人はいつご結婚されたのですか？

いこうかなと思っています！

(※春希さんは今も夜間対応をしています。)

(春希)2018年ですかね。

突然連絡が取れなくなっても「あぁ緊急でオ
ペが入ったのかな」と思えます。

2021年

2021年

良い子と分かれるんですよね。私たちは悩ん

て行ってもらったことから

でいる症例があった時に、喋って聞いてもらっ

――水族館で勤めたいという夢を持ち始めた

できる問題もあるので、畜産も学んでおこうと

ました(笑)全部自分で開拓したので、なかな

てお互いストレス発散しています。自分で見逃

のはいつ頃からですか？

思いました。

か大変でした…。

がしていた病気や症状を言い合うのが好きな

(後藤さん、以下後藤)幼い頃に父の趣味の

たくさん実習に行って人脈を作るこ

――コロナ禍だとなおさら大変そうです。水族

んです。話すことによって整理していますね。

とが大切

館の採用試験は一般企業とはまた違うイメー

――水族館で働くために努力していたことな

将来は2人で開業して、何でも診られ

ジですが、対策はしていましたか？

る動物病院に

どありますか？

(後藤)実習で一緒になった先輩に水族館の

(後藤)水族館や動物園へたくさん実習に行っ

傾向を聞いたり、アドバイスをいただきました！

て飼育の経験を積みました。また、潜水士資

たくさん実習に行って、色々な方と人脈を作る

格試験や学芸員課程などの就職後に役立ち

ことが大切だと思います。

そうな資格も取得しました。それから、海の生

――今後どんなことをやりたいですか？
(後藤)春からは魚類担当なのですが、将来的

ない部分もあるので、本を読んだり水族館に

には深海系に関わりたいと思っています。教育

通って知識を培いました。

普及活動にも取り組みたいです！

――潜水士とはすごいですね！？

努力した分だけ結果はついてくる！

(後藤)でも筆記のみの試験だったので…(笑)

――最後に、同じ道を目指す学生さんへ一言

――水族館だと、他の水産系大学も考えられ

潜水士資格が必須とか、優遇というところが

お願います！

そうですが…

多かったので取りました！

(後藤)水族館の飼育員になるのは狭き門で

(後藤)そうですね(笑)ニチジュウのオープン

――実習はどんなところに行ったんですか？

企業志望の同級生の就職が決まってくる頃に

キャンパスに来た時に、どなたかは忘れてし

(後藤)学芸員の実習は葛西臨海水族園です。

募集が始まるので、特に就活で不安や焦り、

まったんですが獣医学科の先生に「飼育員を

倍率も高かったのですが、教務課の方にお世

苦しいこともあると思います。ですが、努力した

目指すなら大きい動物を扱っているところが

話になって行くことができました。その他には

分だけ結果はついてくると思います！諦めない

いいよ」と言われたのが大きなきっかけです。

伊豆シャボテン公園(静岡県)と、磯沼ミルク

で最後まで頑張ってください！！応援していま
す！

獣医学部獣医学科 卒業

(郁乃)同じ職業が良いという子と、絶対別が
からはちょっと…」と言われて5件くらい断られ

き物に関して学ぶには授業だけでは補いきれ

2014年3月 日本獣医生命科学大学

獣医学部獣医学科 卒業

2016年4月 長野県内にある動物病院で勤務開始

ファームです。コロナ禍だったので、「東京都

目指し始めたのは、高校生になってからです。

久保井 春希(写真右)

2015年3月 日本獣医生命科学大学
2016年4月 長野県内にある動物病院で勤務開始

験の筆記で畜産の知識を活かして解くことが

育員になりたいと思っていましたが、本格的に

久保井 郁乃(写真左)

――仕事の話は家庭でするんですか？
OB,OGに飼育員が多いのもそうだし、採用試

行っていました。幼稚園の頃から水族館の飼

12

で、手術をしていない期間ができてしまうこと

きっかけは父の趣味の海釣りに連れ

や海の生き物が好きになり、たくさん水族館に

ければならない時が来ます。私は臨床医なの

復帰した時の不安はあるが、それでも

(郁乃)でもお互いの仕事を理解しているので、

動物科学科4年次 食料自然共生経済学教室

海釣りによくついて行ったことがきっかけで魚

道

福岡県内のうりゅう動物病院で勤務開始

現在に至る

福岡県内の宇賀ペットクリニックで勤務開始

現在に至る

🐈🐈写真左：パズー(♂) 写真右：フィオ(♀)

――お互い国家試験を合格してから、なぜ長
野県の動物病院に行かれたんですか？
(春希)知り合いの方のすすめもあってです。
2023年くらいに開業したいと思っていて、今
は福岡で勤務医をしながら九州で場所探し
をしています。九州に来たのは、友人が長崎で
開業しているんですが、長崎は動物病院が少
ないと聞いて、長崎か福岡の田舎の方でやり
たいなと思っています。
(郁乃)最近、都会では獣医も分業化している
ところも多いですが、田舎はそれがないので、
爪切りから何から全部来るんですよね。自分
の性格的にも、全体的に色々診られる獣医師
になりたいんです。私たち2人合わせて4病院
分の症例を持っているので、そこは獣医同士
の夫婦の強みだと思います。

伝える力が患者を救う—
夢は、何でも診られる病院をつくること。
うりゅう動物病院

獣医師 久保井 郁乃 Ayano Kuboi
宇賀ペットクリニック

獣医師 久保井 春希 Haruki Kuboi
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てん

●どうぶつ
【
名前】
メダカ
【
愛してやまないポイント】
２０年以上メダカを研究しています
が、未だに興味が尽きない日本由来
の小型魚類です。
●にんげん
【
名前】
畠山 仁 は(たけやま ひとし )
【
生息地】
獣医学科比較細胞生物学研究室
【
とくちょう】 講師

●どうぶつ
【
名前】
宇田川 ショパン
【
愛してやまないポイント】
おじいちゃんになってもテンション
が高いところ
●にんげん
【
名前】
宇田川 智野 う(だがわ ちひろ )
【
生息地】
獣医保健看護学科
比較遺伝学研究分野
【
とくちょう】 助教

●どうぶつ
【
名前】
ラーラ ジ(ャックラッセルテリア メス )
【
愛してやまないポイント】
去年の９月で満１５歳。白内障で両目真ッ
白、耳も遠くなり、一日の大半をのんびり
寝て過ごしています。飼い主に似て食欲が

●どうぶつ
【
名前】
レム 雑(種の三毛猫 )
【
愛してやまないポイント】
人を信頼して寄り添い寄りかってき
てくれるところでしょうか。この写
真は、私の方が寄り添い寄りかかっ
ていますが。
●にんげん
【
名前】
吉田 充 よ(しだ みつる )
【
生息地】
食品科学科食品安全学教室
【
とくちょう】 教授

●どうぶつ
【
名前】
ブービー

我が家のスイー

食欲旺盛

【
愛してやまないポイント】
滑稽な動物

昼寝と穴堀が大好き

食品残さゼロ
パー

時々するあくびを見ることができれ
ば、その日はハッピー
●にんげん
【
名前】
長田 雅宏 お(さだ まさひろ )
動物科学科システム経営学教室

【
生息地】

【
とくちょう】 教授

●どうぶつ

ニャン吉

【
名前】

【
愛してやまないポイント】
鈍くさいところ。
ＡＢ型の猫であるところ。
●にんげん

旺盛なので肥満が心配なのですが、飼い主
は「
自分に甘く、イヌには厳しく」
なので体

【
名前】

【
とくちょう】 講師

保全生物学研究分野

獣医保健看護学科

【
生息地】

嶌本 樹 し(まもと たつき )

【
名前】

●にんげん

るように研究を続けていきたいです。

彼らがこれからも“
隣人”
として生きていけ

よく見るくらいエゾリスは身近な存在です。

木の上で食べる。北海道ではそんな光景を

エゾリスが雪の中に隠れたクルミを見つけ、

【
愛してやまないポイント】

エゾリス

【
名前】

●どうぶつ

【
とくちょう】 教授

比較遺伝学研究分野

獣医保健看護学科

【
生息地】

近江 俊徳 お(うみ としのり )

重管理は万全です。いつまでも一緒にいて
欲しい大好きなラーラです。

●にんげん
【
名前】
小澤 壯行 お(ざわ たけゆき )
【
生息地】

【
とくちょう】 教授

ヶ月 オス）

動物科学科システム経営学教室

●どうぶつ

和田 権之助（ 歳

【
名前】

こ
※の名前で呼ばれることは本当に稀
で、普段は権チッチや権チくんと呼ば
れている。
【
愛してやまないポイント】
ヤンチャなところ
●にんげん
【
名前】
和田 新平（
わだ しんぺい）
【
生息地】
獣医学科水族医学研究室
【
とくちょう】 教授
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たしゅたよう
むさしさかい

だいがく

1

愛する動物

な
おもしろい！大学のふしぎ

に

7

日本獣医生命科学大学報は、リニューアルして早くも3年が経ちました。
「3年経ったから何か違う企画を始めてみよう」と思い、本学に勤める教職員を紹介する企画にしてみました。
あ、お願いです、「某医大のパクリじゃない？」なんて言わないで。
ところで皆さん、このタイトル、ある本を参考(？)にしているのですが分かりましたか？
きっと動物好きな人なら分かりますよね。そう、あの本です。
そんなこんなで次号からは教職員一人一人を紹介していきます。どうぞお楽しみに！

にちじゅうなにんげんとは武蔵境にある大学につとめる、多種多様なにんげんたちのことである。

ど う ぶ つ

にんげん
の
あ い

１章

今回は、特別編としてにんげんが愛してやまない動物を紹介します。

第

ちじゅう
にんげん事典
じ

し ょ う

だ い
だ い が く

むさしのプレミアムマルシェinコピス吉祥寺
に参加しました
武蔵野市のおみやげ品の『むさしのプレミアム』。認定品のうち、本
学の『発酵バター入りニチジュウコンビーフ』 を含む9種類を販売する
むさしのプレミアムマルシェが10月10日(日)、11月3日(水・祝)にコ
ピス吉祥寺のウッドデッキで開催されました。

動物慰霊祭を挙行しました
10月27日(水)13時00分、本学『仁畜の碑』前において、令和3年度
動物慰霊祭を挙行しました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点よ
り一部の教職員のみで執り行いました。
なお、本年度は10月29日(金)15時00分までの3日間を献花台設置期
間として設けられました。

nonowa武蔵境 ”むさしのプレミアムまつり”

令和3年度内定者懇談会

境南小学校の5年生がニチジュウ
コンビーフを販売！

10月22日(金)就職ガイダンス「業界研究・業種研究セミナー②」と
して、就活を終えた先輩学生を招き、ニチジュウ初の試みでパネルディ
スカッション形式で就職活動における苦労話や体験談を聞く内定者懇談
会を開催しました。

12月11日(土)境南小学校5年2組×ころくや武蔵
境店『むさしのプレミアムまつり』が開催され、本
学の『発酵バター入りニチジュウコンビーフ』 を含
む5品を販売するイベントがありました。

【参加学生及び採用業界】

「5年2組が、食べました！」コーナーでは、ニチ

6V 地方公務員（獣医職） 他農林水産省内定有

↑また、
ジュウコンビーフについて「しょっぱさとお肉のほ
「かんたんに作れる
ろほろさが、最高！バターの味がきいていてのうこ
コンビーフレシピ」
を作ってくれました。

4N 建設業（ペット施設関連）
4Z 食肉格付団体

う！とてもおすすめでーす！」と感想をポスターに

4F 食品原料メーカー 他内定企業有

記載し紹介してくれました。

令和3年度 体育会総会を実施しました！
※学生総会はWebにて実施

境南小学校の児童の皆さんの声かけにより、このイベントで
はニチジュウコンビーフは完売となりました。

連携協定先との合同研修会を開催しました。
① 都立瑞穂農芸高等学校
② 聖徳学園中学・高等学校

② 聖徳学園中学・高等学校との
合同研修会(IR研修会)の様子

12月3日(金)、出席者を最少人数にして体育会総会を対面

10月12日(火)本学511講義室において、都立瑞穂農芸高等学校

形式で開催しました。学長、学生部長が新体育会長の招待に

との合同研修会を開催しました。都立瑞穂農芸高等学校と本学は

より出席し、立候補した幹部が満場一致で承認されました。

「畜産を東京から発信する」を合言葉に平成26年3月に高大連携事

なお、コロナ禍のアリーナ収容人数制限にて、定足数の学

業に関する協定書を締結しました。

生数は収容できないため学生総会はWebにて実施し、令和3

10月13日(水)、隣接する聖徳学園中学・高等学校との合同研修

年12月～令和4年12月を任期とする新執行委員が決定しま

会を開催しました。これは、連携事業に関する協定に基づいて行わ

した。

れたもので、3度目となる今回はIR研修会として実施しました。
日本獣医生命科学大学体育会
新幹部の皆さん→

① 都立瑞穂農芸高等学校との
合同研修会の様子

日本獣医生命科学大学【公式】→

『コロナ禍でも学びを止めない！』
授業の様子や学生活動を
動画で紹介中！！

大学ホームページでは「コロナ禍だからこそ」ニチジュウの学生たちがどんな風
に勉強し、どんな風に学生生活を送っているか、動画にてお伝えしています。

食品大好きプロジェクトの
一環として「早期ゼミ制
度」がスタートしました
←食品科学科公式Facebook
(※情報更新中)

”わくわくモーモースクー
ル”に「うし活Ｊｒ.」が参加
しました！

「動物内科看護学実習II」
学生レポートを配信中！

←A-report 学生からのレポート

←N-report 学生からのレポート

活動レポートを配信中！

▼復習用のブースでの個人練習

不足分
#獣医学科 #ニチジュウ #実習

#野生動物 #動物看護師 #キャンパスライフ

#動物科学科 #大学生活 #実習

#ニチジュウ #食品科学科 #コーヒー

実習紹介【獣医学科 動物衛生学実習II】
～コロナ禍でも学びを止めない日獣の実習～

獣医保健看護学科の１日
〜野生動物大好き女子学生編〜

学生インタビュー【動物科学科】関西と東北
出身の二人が大学生活を語ります！

学生インタビュー【食品科学科】幅広い食の
学びを活かして、コーヒーを仕事に！
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オープンエデュケーション
配信中！

2022年仕事始め式が行われました
1月5日(水)10時00分に、E棟1階111講義室において、
教職員を対象に仕事始め式が執り行われ、清水学長の2022
年年頭挨拶(以下参照)がありました。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事始め
式も執り行われなかったため、久しぶりに新年のはじまり

ICTを活用し、広く教育機会を提供する活動「オープンエデュケーション」

—「更なる飛躍と、明るい時代の
幕開けのための取組み」を、
日本獣医生命科学大学の全ての
力を結集して、進めたい—

毎年、後期カリキュラムガイダンスにて実施する学生調査に、学生生活の充

ケーションを推進すべく、大学ホームページに大学の教育リソースを公開して

実度について問う項目があります。

います。

本項目の2019年度-2020年度-2021年度と3年間におけるニチジュウ生の変

今後も公開予定です。ぜひ、ご視聴ください。

化についてご紹介します。

※2021年度公開コンテンツを簡単にご紹介します。(12月末現在)

② 上級生調査

① 一年生調査

2021/12/10

【調査日】9月21日(水)
Web回答方式
【対 象】学部学生 1,605名
【回答者】1,437名(89.5%)

あなたの学生生活は充実していますか？

が活発になっています。ニチジュウでも教育のオープン化、オープンエデュ

に教職員が一同に会することとなりました。

2022年 清水学長年頭挨拶

学生調査2021

動画はこちらから→

『世界初！麹チーズの開発』
応用生命科学部 食品科学科
佐藤 薫 教授
（乳肉利用学教室）

全文はこちら→
2021/11/15
『動物の心不全をのぞき見る
～犬猫を中心に～』
獣医学部 獣医学科
小山 秀一 教授
（獣医内科学研究室）
2021/07/19
『どうぶつの命を守る
―獣医麻酔と救急医療―』
獣医学部 獣医保健看護学科

● 2020年

関 瀬利 助教

大学に不慣れな一年生はコロナ禍による影響を大きく受け、学生生活の充実度は大きく減少しました。上級生においても減少

（獣医保健看護学臨床部門）

はしましたが、一年生ほどに顕著に現れませんでした。

2021/04/01

学生生活が充実していると回答した一年生は、

91% → 36% → 79%
(2019年度)

『食肉のおいしさサイエンス』
応用生命科学部 食品科学科

● 2021年

松石 昌典 教授

一年生の学生生活充実度は概ね回復したようです。

(2020年度)

(2021年度)

（食品化学教室）

三鷹市より感謝状を授与されました！
三鷹市長より、市制施行70周年にあたり、永年にわたって三鷹市の発展に貢献したとして感謝状を授与
されました。本学は三鷹ネットワーク大学の正会員で、講座を開講しています。
今後も、三鷹市とより一層の連携を図ってまいります。

Vol.76 表紙絵
鳥居 優さん(応用生命科学部動物科学科4年次)
今回のテーマが「コロナ禍の学生生活」と聞き、大変なこともあったけれど、この状況も学生生活の思
い出の1つにしたいなと思い、今回のイラストを描きました。二年生までは数える程しか使っていなかっ
たパソコンと毎日にらめっこしながらオンライン授業を受けたことや、フェイスシールドを装着して実習
を受けたことはいい思い出です（笑）コロナが収束しないまま迎えた就職活動も、オンラインでの説明会
や面接が多く、新しい就活様式に四苦八苦したことがとても印象に残っています。また、動物達は如何な
る時でも日獣に欠かせない存在だと思ったのと、落ち着いたら動物園や牧場に行きたいなという想いを込
めて登場させました。

ご感想お寄せください。

入力フォームはこちら→

大学報「Hello, We are NVLU」は学生(保護者)、教職員など大学を取り巻く人々のコミュニケーションツールとして作成し
ています。ぜひ、大学報への感想や要望・提案等お寄せください。作成委員へのメッセージでもOKです。お待ちしております。
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Hello,we are NVLU(ニチジュウ) -日本獣医生命科学大学報-第76号(2022年1月号) 2022年1月31日発行
協力(以下敬称略)／学生：庄子希佳 染谷咲恵 佐藤双葉 菅野紗希 宮澤杏実 満田遥花 小松﨑泰道 後藤優花子 卒業生：久保井郁乃 久保井春希
教職員：和田新平 畠山仁 宇田川智野 嶌本樹 小澤壯行 長田雅宏 吉田充
Special Thanks ：学生支援課 その他ご協力いただいた皆様ありがとうございました！
表 紙／鳥居優 編集・発行／日本獣医生命科学大学 IR推進委員会(編集委員)松石昌典 近江俊徳 野瀨出 知久和寛 高橋勝 大沼友美 上野美可子
印 刷／デジタルブレンド株式会社
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