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今回、本誌の内容が大学の施設ということで、私たち学生

にとって施設は研究や勉強を行い活躍する舞台なのではな

いかと思いました。そこで、舞台で活き活きと輝く学生と動物

を描写しました。大学生活を通して学生と動物が前進してい

く姿を、イラストに奥行きをつけることで表現しています。各々

の活き活きとした表情を描くことが楽しかったです。

園部 円さん(応用生命科学専攻博士前期課程1年)
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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75号(2021年10月号) 2021年10月22日発行

協力(以下敬称略)／学生：芳賀亜依子 野澤重穂 卒業生：赤石幸(あきる野市立五日市中学校)

教職員：藤田道郎 堀達也 宮川優一 長田雅宏 萩田祐二朗 羽山伸一 柿沼美紀 栗田豊二 寺岡貴 佐野吉秀 石井奈穂美 関口裕子 乗木雅代 鈴木菜海 渡邉直哉

その他ご協力いただいた皆様ありがとうございました！
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印 刷／デジタルブレンド株式会社



余白

動物とヒトを繋ぎ、都市と地方を繋ぐ架け橋はヒト自身です。

未来につなげるにはヒトとヒトとの繋がりを大切にしなければ

ならず、本大学にとって「繋がり」は強みです。その強みを一言

で表すと「Hello」。

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。

CONTENTS
P4 【特集】ニチジュウの現場、全部見せます。

・付属動物医療センター

・富士アニマルファーム

・付属ワイルドライフ・ミュージアム

・付属図書館

P16 【連載】スペシャリストへの道

・獣医保健看護学科4年次 野澤 重穂さん

・あきる野市立五日市中学校 教員 赤石 幸さん（2018年3月食品科学科卒業）

P18 【News Topics】 ニチジュウCAMPUS NOW
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大学の付属施設だから…教育・研究も大切な役割

動物医療センターは大学の付属施設。もちろん教育や研究面でも大きな役割を担っています。

獣医学部の学生は動物医療センターで実習を行い、診断法や治療法を学ぶだけでなく、飼い主さんとのコミニュケーションの方

法についても学び、一部の学生は患者さんのデータを用いて研究を行っています。

また、獣医師を対象にした「獣医師卒後臨床研修制度」もあります。この制度は獣医系大学を卒業し、獣医師国家資格を持つ方

向けの臨床研修プログラムです。出身大学、年齢問わず受けられ、最新の治療法を学ぶことができます。

特集
【基本DATA】
武蔵野市境南町1-7-1
電話：0422-90-4000
※診察は完全予約制です。
【診療時間】
平日 9:00～16:00
土曜 9：00～15：00
【休診日】
日曜日、祝日、年末年始
※その他大学行事による
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地域獣医療と繋がり、大切な家族を守る砦として

付属動物医療センターは、原因がわからない、または原因はわかったけれ

ど自分の病院では装置や設備が十分ではないから対応ができない・・など

地域の一次診療病院で手に負えない病気になってしまった犬猫達の受け

皿として専門診療に特化し、かつ超音波装置、人工心肺装置、CTやMRI、

さらに放射線治療装置などの最先端の機器を有した高度二次診療病院で

す。また、当センター内に輸血部や感染症部を組織し、前者については輸血

用血液を確保するために飼い主の方へのドナー登録の普及などを、後者に

ついては感染症疑いの患者が来院した際の入退院時の対応についてのマ

ニュアル作成などを行っており、飼い主の方に安心と信頼を持って大切な

家族を預けていただけるように日々務めています。

なお、昨年度からは大動物診療部門もスタートし、往診診療を中心とした

牛の診療も行っています。

昭和13年4月 日本高等獣医学校設置 附属家畜病院開設

昭和59年7月 D棟が竣工し、付属家畜病院を移設

平成15年6月 獣医学部の付属動物医療センターに改組され、C棟が竣工

平成23年8月 大学の付属動物医療センターに改組

二次診療病院ならでは！特色ある18の診療科

▲詳しくはこちら

▲C棟の竣工式の様子。当時は大学名も「日本獣医畜産大学」で、池本第８代学長でした。

・一般内科 ・循環器科

・腎臓科 ・呼吸器科

・消化器科 ・内分泌科

・皮膚科 ・神経科

・腫瘍内科 ・行動治療科

・放射線科

【内科系】

・一般外科 ・整形外科

・産科・生殖器科 ・軟部外科

・脳神経外科 ・腫瘍外科

・眼科

【外科系】

▲HPはこちら

18年前に今の建物に！

付属動物医療センター

院長 藤田 道郎

▲昭和31年頃の家畜病院の入口。

出典：日本獣医畜産大学第4期生アルバム(1956年卒業)

▲詳しくはこちら

臨床研修委員会
委員長 堀 達也

獣医師卒後臨床研修制度は、新卒でも既卒でも、どなたでも大歓迎です。通常の2年間の

研修は全診療科を満遍なく、その先のアドバンスコースでは専門診療を極めることができます。

本学の研修制度の大きな特徴は、教員同士の繋がりが強いので、さまざまな診療科と連携

を取りながら患者さんの命を救う「チーム獣医療」を学べることです。

また、臨床研修制度は実力がつくだけでなく、「人脈を作れる」ことも大きいです。研修修了

後、他所で働いたり開業しても、治療についての相談に乗ってくれる教員がほとんどですよ。

基礎を固めたい方、さらに実力をつけたい方、ぜひ一緒に獣医療を学びましょう。

付属動物医療センター
いのちを学び、命を守る

二次診療病院として最高レベルの獣医療をお届けするため、専門診療に注力し、現在は18の診療科があります。

そのため、付属動物医療センターには専従獣医師8名、獣医学部教員30名、看護師や検査スタッフ19名、事務職員6名

が業務にあたっており(令和3年10月1日現在)、圧倒的にスタッフが多いことが特徴です。
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特集

POINT

手術室はまるで人間用！

2階には、人間の医療ドラマでよく見るような立派な手

術室や準備室があります。手術を行う獣医師だけでなく、

麻酔医、看護師などたくさんのスタッフが部屋に入り、手

術を行います。

▲準備が始まる前の準備室

POINT

最新の電子カルテが導入！

今年の春、ついに電子カルテが導入されました！院内

のパソコンやタブレット端末から、どこからでも患者さん

の情報が見られるようになりました。 現在は導入したば

かりのため、紙媒体と電子カルテが併用されていて少し

大変だそうですが、管理がしやすくなりました。

POINT

もうすぐ稼働！人工透析装置

付属動物医療センターでは、もうすぐ「人工透析装

置」が稼働します。8月末に機械がやってきました。関

東圏の獣医系大学ではニチジュウが初めて導入した

そう！現在はスタッフへの教育が行われており、この大

学報が発行される頃には稼働予定です。

3年かかり、ようやく機械が導入され

ました。透析は1回4～5時間必要と

するので、稼働後は1日2頭まで治療

が行えるようになります。

POINT

実習は密を避けて

獣医学科と獣医保健看護学科では動物医療セン

ターでの実習があります。獣医師や動物看護師を目指

す学生にとって、臨床現場での実習は大切な学びの場。

これまでは両学科同時期に行っていましたが、院内で

の密を避けるため、各学科被らないように実習の予定

が組まれています。

腎臓科
獣医学科 獣医内科学研究室第二
准教授 宮川 優一
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特集

富士アニマルファーム

牧場長 長田 雅宏

医農連携とサテライトキャンパスの実現

【基本DATA】
〒401-0338
山梨県南都留郡富士河口湖町
富士ヶ嶺799

▲HPはこちら

▲開場したばかりの富士アニマルファーム▲小野田牧場は宮城県にありました ▲新牛舎は牛たちも大満足

牧場にはたくさんの動物たち！

空気の綺麗な河口湖近くにある富士アニマルファームでは、さまざまな動物たちが暮らしています。

とても可愛らしいお顔

をしています。

日本では最初に

北海道で導入された

のだとか。

日本では頭数が少ない

そう。牧場には３頭い

ます。

(2021年10月時点)

濃厚な乳はチーズに

するととっても美味し

いらしい！

稀少な品種。牧場には

意外とたくさんいます。

夏になると毛を刈られ

ます。

昨年、子どもがたくさ

ん生まれました。

いまはちょっと大きく

なっています！

引退したサラブレットが

のんびり暮らしています。

肉用牛として有名。

ちょっと小柄なところ

も可愛い。

現在はモモコのみ。

モモコはもう15歳。

皆が思い浮かぶ「牛」。

牧場には35頭います。

(2021年10月時点)

ジャージー

アニマルファームの原点は、宮城県小野田にあった！

富士アニマルファームは霊峰富士の麓、標高1000mに位置し、日本でも有数

の集約酪農地域の中心にあります。農業教育を通じてわが国畜産の発展、担

い手の育成に貢献すべく、小さな営みを続けてきました。未曾有の新型コロナ対

策により新たな生活様式を模索するなかで、農業・動物科学系学部の人気が

衰微し、新たな時代の創生が求められています。今こそ立ち上がろう、我々の思

いが牧場に一筋の希望の光となり、新生富士アニマルファームが始まりました。

富士セミナーハウスは2022年度より完全個室化、リアルタイム双方向型オン

ライン授業などサテライトキャンパスが実現します。最新鋭の実践牧場も整備さ

れる富士アニマルファームに滞在し、研究・実習・実地講義をしながら本学の授

業が受けられる、本学ではリアルタイムで牧場からの実際を通じて学びを深め

ることが可能になります。また、医農連携と多様性を実現する大学として、乳製

品・畜産物加工を行い、日本医科大学付属病院などへ安心・安全な農畜産物

の供給を検討しています。

このように、未来に向けての構想を実現するために拠点整備を開始いたします。

多くの学生がこの富士ヶ嶺地域に滞在して地域とともに獣医学・動物資源科学

の発展と社会的責務を果たし、動物と共に歩む社会を構築してまいります。

昭和50年11月 富士アニマルファームの前進である小野田牧場が開場(宮城県加美郡小野田町)

平成2年 4月 日本獣医畜産大学附属宮城県小野田牧場を小野田町に売却

平成2年 10月 小野田牧場の売却に伴い、新たな牧場の候補地の調査が開始

平成4年 5月 山梨県上九一色村(現富士河口湖町)に富士アニマルファームが開場

平成14年 4月 堆肥舎(現在の旧堆肥舎)、機械庫、牛舎等が竣工

平成19年 5月 新搾乳牛舎とハイテクリサーチセンターが竣工

搾乳牛舎に搾乳ユニット自動搬送装置を導入し、日量約1トンの生乳生産を開始

平成31年 1月 育成・肥育用の新牛舎が竣工

乗用馬

シバヤギ

ホルスタイン

ブラウンスイス

黒毛和種

エアーシャー

ガンジー

犬(ビーグル)

マンクス・ロフタン

富士アニマルファーム
動物たちの生命を継ぐ
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特集

POINT

日帰り実習でも、学べることはたくさん！

今まで泊まりがけで行われていた実習は、新型コロナ

ウイルス感染対策を十分に取り、日帰りで行われてい

ます。日帰りの分、一日はおなかいっぱいになるくらい

濃い内容です。

牧場初の管理獣医師

萩田 祐二朗

牧場のオールラウンダー！

佐野 吉秀

緬山羊ならお任せ！

栗田 豊二

施設の環境を保ちます！

寺岡 貴

コロナが落ち着いたら、実習でお会いしましょう！ ／

POINT

富士セミナーハウスが生まれ変わる…！？

牧場から歩いて5分のところにある富士セミナーハウ

ス。改築、そしてなんと！増築もされることが検討されて

います。さらに、今まで４人部屋だったのが、個室になる

かも！？これからの時代に対応したセミナーハウスにな

りそうな予感です…！！！

POINT

牛たちに優しい新牛舎

新牛舎は平成31年1月に完成した建物で、富士アニ

マルファームの中で一番新しい建物です。新牛舎は牛

たちが自由に動き回ることができ、ストレスフリーな環

境！以前見学した際は、心なしかウキウキしている様子

が感じられました。

▲建て替え前の牛舎

▲建て替え後の牛舎
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POINT

特集

※展示は2019年当時のものです。現在は休館中のため、見学受付を停止しています。

獣医・畜産・生命科学の総合的博物館を目指して

付属ワイルドライフ・ミュージアムには自然系展示

室と歴史系展示室があります。

自然系展示室では、里山で暮らす野生動物の展

示を行っており、所蔵しているたくさんの剥製など

を展示しています。

歴史系展示室では、本学の歴史を中心に学ぶこ

とができます。また、年に数回企画展もあり、一度

来た方でも楽しめます！

自然と歴史、どちらも学べる！

▲イノシシの剥製 ▲一号棟の棟札

▲HPはこちら

付属ワイルドライフ・ミュージアム

館長 羽山伸一

POINT

POINT

もはや大学報に欠かせない

学芸員 石井奈穂美

展示再開のお知らせや休館中の活動

などは、FacebookやYouTubeで

発信しています！ぜひご覧ください。

ニチジュウだからこその情報を、伝えます。

POINT

一号棟にあった資料は、今は別の場所で待機中。大切

な資料たちを、温度や湿度に気を配り、害虫から守らな

ければなりません。学芸員課程の博物館実習では、実際

に保管場所の見学やメンテナンス方法を学んでいます。

休館中の今だからこそできる！？博物館実習 休館中でも楽しめる、出張版博物館

ミュージアムがある一号棟は、ただいま絶賛工事中

付属ワイルドライフ・ミュージアムがある一

号棟は、周辺の環境を整備したり、耐震化

を行っているため、今は工事中です。そのた

めミュージアムも休館しています。「ニチジュ

ウといえば赤い屋根」と思う方も多いかもし

れませんが、その姿を再び見ることができる

のは2022年年明けになりそうです。

休館中もワイルドライフ・ミュージアムから情報をお届け

するため、E棟1階で「出張版 付属ワイルドライフ・ミュー

ジアム」として、展示しています。今は野鳥のヒナについ

ての展示。学芸員の石井さん曰く、もう少ししたら変えよ

うかと思っているそうです！興味がある方は今のうちにぜ

ひご覧ください。

去年の学芸員課程履修学生の展示もあります。12月には新しい展示になる予定です。

▲YouTube▲Facebook

※新型コロナウイルスの影響次第で変更になる

場合があります。

付属ワイルドライフ・ミュージアム
明治の香り漂う、歴史と動物の博物館

当館は、本学の学芸員課程に野生動物教育を特色として位置づけ、日本の里

山と野生動物の展示をコンセプトに、2015年4月に開館しました。2020年4月

に当館が設置されている一号棟が国の登録有形文化財となったことを受け、武

蔵野市のランドマークとして保存・復元や市民公開等を通じた利活用も進めて

います。現在、耐震補強工事で休館中ですが、新たな博物館のコンセプトを、一

号棟を含めた140年に及ぶ本学の歴史や獣医学・畜産学・生命科学の黎明か

ら最先端の研究成果に関する資料を収集・保存し、展示や教育普及活動を通じ

て広く社会とつながる施設として、2022年度に開館を予定しています。
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POINT

POINT

POINT

【基本DATA】
受付時間（HPのカレンダーにも記載）
平日 9時00分～21時00分
土曜 9時00分～15時30分
※館内整理日(原則第3水曜日午前)は12時00分開館
※現在は新型コロナウイルス感染防止の観点から、開館
時間等の利用制限を行っています。
来館に不安がある方は図書館までお気軽にお問い合わせ
ください。

付属図書館

特集

図書館は大学のタイムマシンのようなものです。古くからの蔵書は、多くの学生

が手にしています。誰かの人生を変えた本もあるでしょう。書庫に並ぶ本は、教

員が必要と思った、司書が学生に読んでほしいと思ったなど、それぞれのストー

リーとともに図書館にたどりついています。みなさんが講義を受けた先生が学生

の頃に読んでいた本もあるでしょう。同様に、何十年後かには、みなさんがワク

ワクして手にした本を新しく入学してきた学生が手にするかもしれません。卒業

後に大学に戻ってきた時は、ぜひお気に入りの本がどうなっているか、のぞいて

みてください。図書館はいつもそこにあり、過去も現在もそして未来もたくさんの

学生さんに時空を越えた空間を提供してくれます。

日獣大のタイムマシンにようこそ！ 本の感動を、どこからでも、どこへでも。

もっと利用してほしいな…
(広いよ！)

みんなお気に入りの

席があるみたい。

日本医科大学の教養課程

の本も並んでいるよ。

コロナの時代だからこそ、電子ブック

階段近くには、図書館スタッフの

おすすめ本「この一冊」と、教員の

研究に沿った本などを紹介する

ボードがあります。現在は本学教員

が開発に携わった「麹チーズ」を

きっかけに、チーズや発酵食品に

関連する本が並んでいます。

※「この一冊」はホームページで公開中

教員の研究もPICK UP

付属図書館

館長 柿沼 美紀

もともとあった電子ブック。

以前は月に数件の利用数

だったのが、ステイホームの

影響で今は100件を超える

ことも。自宅やスマホから使

うことができます。

twitterで情報発信中 本の紹介やお知らせをつぶやいています。「@nvlulib」をフォローしてね。

蔵書数は全部で

9万冊以上あるよ！

意外と広くて綺麗！？な2階

図書館というと、「本を借りる場所」という認識の方も多いはず。ニチジュウの図書館の2階に

は、Learning commonsやグループ閲覧室などもあります。現在は感染拡大防止のため閉鎖

していますが、徐々に要申請で再開予定です。皆さんぜひ利用してみてください。

HPはこちら

天の時、地の利、人の和

予約して使えるよ！

閲覧席には電源も完備！

パソコンも使えるよ。

館内には鳥の剥製がたくさん

いるよ！ぜひ探してみてね。

窓が広くてとっても明るい！

電動書架！動くよ！
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The road To specialisT

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。

学生編

野澤 重穂(Shigeho Nozawa)

日本獣医生命科学大学獣医学部

獣医保健看護学科

獣医保健看護学応用部門

保全生物学研究分野 所属

大好きなチーターに携わりたくて、

ニチジュウに入学しました。

小さい頃に多摩動物公園で見たことがきっ

かけでチーターが好きになり、将来はチーター

に携わる仕事をしたいなと思って獣医師を目

指したり、海外での保護活動に参加できるよ

うに英語を頑張っていました。結果的に獣医

保健看護学科に入学することになって、最初

は「獣医師を目指していたけれど動物看護師

で大丈夫かな？」と不安に思っていました。私

は自分に自信があまりないので、保護活動を

したり、動物園で働くなら「獣医師」という肩

書があった方がいいなと思っていたからです。

南アフリカの保護施設を見学して、

自分の考えが持てました。

3年生の春休みに、1人で6週間、南アフリカ

の保護施設に行きました。ちょうどコロナが流

行る直前で、帰れなくなりそうだった思い出も

あるんですけど…(笑)南アフリカに行ったの

は、以前「人間の手で保護して育てて野生に

返すのは意味がない」という話を聞いたから

です。「本当にそうなの？」と思って、確かめて

将来はまだ特に決めていませんが、

大好きなチーターを守りたい！

在行っている研究をもっと深く研究していく予

定です。大好きなチーターを守る仕事に就き

たいっていうのはあるんですが、チーターの研

究も続けたいし、保護活動などの現場に行く

のもありかと…まだまだ迷い中です(笑)

色々な体験をしてみてください！

とりあえず自分の目で見ることをしてみたら、

自分の考えを持てるようになりました。人から

聞いたことも、確かめないと分からないなと思

います。私が偉そうに言える立場ではないで

すが、皆さんもぜひ色々な体験や活動をして

みてください！

みようと。自分で実際に見て、やっぱり海外で

保護活動もやってみたいと思いましたし、そこ

に動物病院も併設しているのですが、動物看

護師さんも活躍していて、「動物看護師の知

識を活かせるな」と少し自信になりました。

今4年生なので、ひとまず修士、博士と進ん

でいきたいと思っています。修士課程では現

道
私は大学に入学する前から、教員になりたい

という思いがありました。きっかけは中学・高

校の理科の授業が面白かったのと、先生たち

もとても面白くて、自然と「あ、教員になろう」

と思っていました。

教員を目指したきっかけは、中学・

高校の理科の授業と先生。

高校出張授業が面白かったので、ニ

チジュウに入学を決めました。

教員になると最初から決めていた私がニチ

ジュウに入学を決めたきっかけは、高校で受

けた高校出張授業の講義が面白かったから

です。担当は奈良井先生(食品科学科 農産

食品学教室)でした。何をやったかはちょっと

忘れちゃいましたけど(笑)、確かニオイの話

だったような…とにかく楽しかったことだけは

覚えています。

教員になることが目的だと、もちろん教育学

部の方が良いかもしれません。でも、私は理科

の専門性が高いニチジュウで学べて良かった

と思っています！生徒たちに「先生はきのこの

研究していたんだよ」と言うと、興味を持ってく

れるんですよ。

学生時代、苦労した記憶はあまりあ

りません。とにかく楽しかったです。

ニチジュウでは教職課程の授業は土曜日に

開講されているので、平日の授業や実習に加

えて土曜日は教職の授業、そしてアルバイト

(多い時は2つ)、部活動のある生活は少し大

変でした。私は「4年生の時に受からないと絶

対来年は勉強が続かない！」と思ったので、学

生生活後半は採用試験専門の塾にも通って

いました。「教員になる！」という気持ちで日々

乗り切っていましたね。

山の中にある中学校…まさかの配

属先でした（笑）

無事に教員採用試験に受かった後、あきる

野市立五日市中学校に着任して今年で4年

目で、今は3年生の担任をしています。武蔵五

日市は本当に何もなくて、山の中って感じです

よね(笑)自宅から通勤時間90分以内の場所

に配属されるのですが、まさかここだとは正直

思いませんでした(笑)教員も20名ほどで、理

科は私と、非常勤講師1名で担当しています。

学級経営や配慮の必要な生徒の対応は大

学では学ばなかったので、授業以外のことが

大変です。でも、授業に生徒が楽しそうに参

加していたり、質問してきたり、その生徒の成

長が実感できた時はやりがいを感じます。ち

なみに、他の先生曰く、卒業式の日が「教員

をやっていてよかった」と思える最高の日らし

いです！

生徒の成長が実感できた時、「教員

でよかった！」と実感できます。

赤石 幸(Sachi Akaishi)

2018年3月 日本獣医生命科学大学応用生命科学部

食品科学科 卒業

2018年4月 あきる野市立五日市中学校に着任。

1年生副担任を担当。

2019年4月 1年生担任を持ち、現在に至る。

あきる野市立五日市中学校 教員(理科)

赤石 幸

昔も今も、楽しい記憶しかありません。

The road To specialisT

卒業生編

とにかく「楽しんでください」としか

言えない…(笑)

私の学生生活は楽しかった記憶しかないの

で、教員を目指している学生さんにも「楽し

んでください！」としかアドバイスできないで

す…（笑）皆さん楽しんでくださいね！！

▲1年生の授業。皆真剣に先生の話を聞いていました。

▲五日市中学校。この日は少し曇っていました…

道

獣医保健看護学科4年次
獣医保健看護学応用部門 保全生物学研究分野

野澤 重穂

自分の目で見て確かめて、将来が浮かんできました。

保全生物学研究分野では、念願の

チーターの研究をしています。

研究室は迷ったのですが、私はやっぱりチー

ターの研究がしたいのと、動物の保全につい

て学びたかったので、獣医保健看護学応用

部門の保全生物学研究分野に入室しました。

今は4箇所の動物園のチーターのにおいコ

ミュニケーション行動について調べていて、提

供していただいた映像を見て分析しています。

時々直接動物園に行って行動観察します。動

物園のチーターも良いですが、将来はやっぱ

り海外で野生のチーターの研究もしたいなぁ

と思っています。

▲南アフリカで大好きなチーターと。
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後期授業が開始しました

獣医学科長谷川教授を代表とするてんかん外科のニュースが、
大学プレスセンター ニュース・アクセスランキングでランクイン！

※「大学プレスセンターニュースダイジェスト」Vol.160
『サンデー毎日』毎日新聞出版,2021.9.12,p.87

長谷川教授の研究の
ニュースはこちら

9月21日に後期カリキュラムガイダンスが開催され、

翌日から、後期授業が開始となりました。

カリキュラムガイダンスでは、履修登録・成績、進

級・卒業判定基準の説明等学生への連絡事項を担任より

お知らせしました。また、学生アンケートも実施しまし

た。

なお、後期の授業は新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、当初時間割から大教室への講義室変更や遠隔

(オンライン)授業への変更等もありますが、通常どおり

講義及び実習が実施されています。

9/24 インターンシップ対策セミナー③(夏期振返り／秋冬対策編） 大手就活サイト

10/1 適性検査対策ＷＥＢテスト（ＷＥＢ模擬受験） （株）マイナビ

10/8 自己PR表現セミナー（自己ＰＲの書き方を伝授します） 西村講師

10/15 リクルートスーツ着こなし講座／証明写真撮影会（業者） 洋服の青山

10/22 業界研究・業種研究セミナー②(各業界内定者の話を聞こう) 学生支援課

10/27 （大学指定）履歴書の書き方セミナー （株）アイデムJOBRASS

10/29 エントリーシート対策セミナー（ＥＳの目的・履歴書との違い） 西村講師

11/12 エントリーシート対策テスト（実際に書いてみよう） （株）ベネッセi-キャリア

11/19 面接対策セミナー（基礎を知ろう） 西村講師

11/26 グループディスカッション対策セミナー（基礎を知ろう） 西村講師

11/29 業界研究セミナー①（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

業界大手２社（１時間毎）11/30 業界研究セミナー②（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

12/1 業界研究セミナー③（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

12/2 面接・グループディスカッション対策セミナー（実践してみよう） 西村講師

12/6 業界研究セミナー④（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

業界大手２社（１時間毎）
12/7 業界研究セミナー⑤（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

12/8 業界研究セミナー⑥（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

12/9 業界研究セミナー⑦（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

12/10 最終総括セミナー（学内企業セミナー・就活総合講座解説他） 学生支援課

12/13 業界研究セミナー⑧（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

業界大手２社（１時間毎）12/14 業界研究セミナー⑨（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

12/15 業界研究セミナー⑩（業界を代表する企業・人事の方による勉強会）

1/8
就活総合講座 西村講師

1/9

2/10 エントリ―直前確認セミナー／学内企業セミナー攻略説明会 大手就活サイト

2/14 学内企業セミナー① １２社参加予定

2/15 学内企業セミナー② １２社参加予定

2/16 学内企業セミナー③ １２社参加予定

2/17 学内企業セミナー④ １２社参加予定

2/18 学内企業セミナー⑤ １２社参加予定

3/15 面接実践対策講座①【予約制】 （株）アイデムJOBRASS

3/17 面接実践対策講座②【予約制】 （株）アイデムJOBRASS

3/21

公務員受験直前対策講座（5日間） 東京リーガルマインド

3/22

3/23

3/24

3/25

◆令和3年度後期 就職ガイダンス予定表

※詳細な予定表については、日本獣医生命科学大学ポータルキャビネットに掲載中。
その他不明な点はキャリア支援室までどうぞ。

キャリアカウンセリングをご希望の方は

「syushoku@nvlu.ac.jp」までご連絡ください。

※対面でのカウンセリングも徐々に再開しています！

▼メールはこちら

登録番号 商標第6383108号

商標権者 学校法人日本医科大学

登録日 令和3年4月27日

学生相談室オンラインワークショップ

「パスタをよく知ってより美味しく」

オープンキャンパスが
2年ぶりに開催されました

新型コロナウイルスワクチン
の職域接種が行われました

7月第1週と8月第1週に、本学で新型

コロナウイルスワクチンの職域接種が実

施され、学生、教職員らが接種を受けま

した。今回の職域接種では本法人多摩永

山病院の医療従事者の方々にご協力いた

だきました。

昨年延期となった
「獣医保健看護体験実習」が実施されました

「食品大好きプロジェクト」
早期ゼミが開始しました！

エンブレムが商標登録
されました！

本来なら1年次の春に毎年行われる「獣医保健看護体験実習」が

2年次を対象に、9月16～17日に富士アニマルファームにて、1年

越しに実施されました。

この実習は獣医保健看護学科

の学生が富士アニマルファーム

で行う貴重な体験実習で、1年

次学生も7月に今回同様日帰り

で実習を行いました。

なお、清水学長もコロナ禍に

おける牧場実習の様子について

視察しました。

9月20日に、学生相談室がオンラインワー

クショップ「パスタをよく知ってより美味し

く」を開催しました。なお、参加申込者には

3種のパスタ&2種のソースをプレゼント！

日清製粉グループに勤務する入江謙太朗博

士を講師に迎え、種類や調理法を解説しても

らうだけでなく、参加者が作ったパスタを画

面で共有したり、講師の説明を聞いた上で実

際に調理し食べながら感想を述べるなど、味

覚を通して学生と教員が集う新しいオンライ

ンワークショップとなりました。

8月14～15日に、2年ぶりにオープンキャ

ンパスが開催されました。昨年は新型コロナ

ウイルスの影響でこれまでweb上でのイベン

ト開催を行っていましたが、今回は完全予約

制にする等の感染対策を取った上で対面で開

催され、無事終了しました。

10月2～3日にも

同様に完全予約

制にて開催して

います。

制度を始めました。早期ゼミに

は学生18名が参加しています。

通常は3年次より所属する研究室ですが、

「食品大好きプロジェクト」では1年次か

ら研究室に所属し、研究活動に参加できる

7月8日に発表したプレスリリースNo.202102「日本獣医生命科学大学の長谷川大輔教授(獣医学部獣

医学科)らが犬猫でのてんかん外科の２症例を報告 ―獣医療における脳波やMRIを駆使したてんかん

外科は世界初―」について、大学プレスセンター ニュースアクセスランキング(2021年6月21日～

7月20日)で24位となりました。

令和4年度卒業生向けの
就職ガイダンスが再開しました

9月24日、令和4年度(2023年3月卒業者向け)就職ガイダンス

が再開しました。後期初の就職ガイダンスとなった今回は「イ

ンターンシップ対策セミナー(夏期振返り/秋冬対策編)」につい

て、対面に加えライブ配信も行うハイブリット方式で行われ、

就職活動を控えた3年次学生または5年次学生が参加しました。

気になった方は、アーカイブを見ることができます。学生の

皆さんへは大学ポータルからURLを通知していますので、ぜひ

ご覧ください！
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女性医師・研究者の活動支援のためのクラウドファンディングを
活用した寄付金募集を開始します

詳細はこちら

日本医科大学及び日本獣医生命科学大学は、10月1日より、ダイバーシティ補助事業運用資金を確保し子育て・介護中の女性医師・

研究者の研究の継続を応援するために、クラウドファンディングサービス「READYFOR」において寄付金の募集を開始しました。

一人でも多くの女性医師・研究者を支援し、将来の医療・生命科学研究を担う人材を育成するためにも、皆様の温かいご支援をよろ

しくお願いいたします。

10月10日に目標達成！！現在、ネクストゴールとして更なる目標を設定し、募金活動を継続中です。
※募集期間：令和3年11月29日(月)まで
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卒業生アンケートからみたビフォーアフター

コロナ禍で…図書館の電子Bookの認知度がUP！

R2卒業生アンケート

調査日 令和3年3月11日(木)
調査対象 令和2年度学部卒業生396名
回答者 376名(回答率94.9％)

令和2年度より様々に行っている感染症対策。なかなか図書館へ
赴くこともできなかった時期を経て、図書館の電子Book認知度が大
幅に上がりました！

【図書館が契約している電子Bookを知っていますか？】

→「知っている」と回答した割合

令和2年度 令和3年度

40.2% 53.5%

図書館の利用方法が
多様化したね！



nichistagram

Related Hashtags： #投稿してくださった皆さん #ありがとうございます！ #また投稿してね

＃ニチジュウと私

#貂

yunmin

今回、本誌の内容が大学の施設ということで、私たち学生

にとって施設は研究や勉強を行い活躍する舞台なのではな

いかと思いました。そこで、舞台で活き活きと輝く学生と動物

を描写しました。大学生活を通して学生と動物が前進してい

く姿を、イラストに奥行きをつけることで表現しています。各々

の活き活きとした表情を描くことが楽しかったです。

園部 円さん(応用生命科学専攻博士前期課程1年)

Vol.75表紙絵

#ねこ #ねずみ
#水彩画

jmin

日本獣医生命科学大学報 Vol.75

学びの舞台
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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75号(2021年10月号) 2021年10月22日発行

協力(以下敬称略)／学生：芳賀亜依子 野澤重穂 卒業生：赤石幸(あきる野市立五日市中学校)

教職員：藤田道郎 堀達也 宮川優一 長田雅宏 萩田祐二朗 羽山伸一 柿沼美紀 栗田豊二 寺岡貴 佐野吉秀 石井奈穂美 関口裕子 乗木雅代 鈴木菜海 渡邉直哉

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／園部円 挿 絵／A.S. 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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