
No. 質問 回答

1

地方から来て通っている人も多いと思う

のですが、寮生と一人暮らしの割合はど

のくらいなのでしょうか？

詳しくお答えすることが難しいですが、大学全体でみると、寮生は在学生の１０％程

です。在学生のおよそ６０％は北海道外から来ておりますので、一人暮らしの学生の

方が圧倒的に多いです。

2
奨学金制度は大学外で働いて卒業してか

ら返していくのでしょうか

奨学金は学生が経済的理由で修学が困難な学生に貸与または給付する制度です。その

ため、卒業後に返済していくこととなります。

3
キャリア教育はどのように行われていま

すか

2021年度カリキュラムから、科目としてはキャリア教育はなくなります。しかし、学

外の様々な場所での臨床実習が多くなります。それらの学外臨床実習での経験を通じ

て学んだことが、獣医師としてのキャリアを考えていただく機会となります。

4 入学後に学習支援などはありますか。
学内に学習支援室を設置しており、元高校教員が常駐しています。学生の習熟度に合

わせてサポートを行います。

5
冬場最も寒いときだと何度くらいになり

ますか？

江別市の記録では、昭和52年にマイナス２７．７℃記録しておりますが、近年はそこ

まで気温は下がりません。寒い時で朝方がマイナス１２～１６℃、暖かい時は日中に

プラスの気温になることがあります。

6
キャンパスライフについての質問です

学生寮はどれくらいの人がいますか？
男子寮で定員２０４名、女子寮で定員２２８名となっております。

7
自分の飼っている動物を連れて行くこと

は可能ですか？

連れてくる動物の種類にも寄りますが、大学敷地内の散歩程度でしたら問題ありませ

ん。しつけはしっかりと行ってください。

8
コロナウイルスの自粛期間の授業はどの

ように行っていましたか？

基本、座学はオンライン授業を展開しております。実習についてはなるべく対面で行

うよう調整し、新型コロナウイルス感染対策をとりつつ行っております。また、対面

実習は学生の希望によりオンラインへ変更するなど、柔軟な対応を取っております。

実習は新型コロナウイルス感染拡大防止措置をとり、なるべく対面式で実施しており

ます。対面での実施が難しい場合は遠隔授業によるレポート提出等により学びが出来

る様に柔軟な対応をしております。

実習の内容については、様々ですので、大学案内に掲載しているカリキュラムから興

味のある実習を調べてください。

内容については、本学の学生支援システム「UNIPA(ユニパ)」でシラバスの照会が出来

ますので、シラバス検索の授業科目欄に興味を持った実習名を入力してご確認下さ

い。

［大学案内2021（獣医学類・獣医保健看護学類）］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=70

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

馬術部や中小家畜研究会、乳牛研究会、肉牛研究会といった様々なサークルがありま

す。詳細は、本学HPにサークル紹介ページがありますのでご確認下さい。

https://www.rakuno.ac.jp/life/circle.html

11
馬術をしているのですが獣医学との両立

は難しいですか

勉学と部活の両立は計画的に行う必要がありますが、本学馬術部員には、獣医学類の

学生もおりますので、入学後に相談してみてください。

12
獣医学群に所属していも運動部には入部

できるのですか？

はい、獣医学群で学びながら、運動系部活・サークルに所属している学生もたくさん

います。

13

一般推薦の受験生とは年齢や経験が異な

る学士推薦や社会人入試の受験生にはど

のような人物が求められていますか？

本学入学後に学ぶ内容や求められる資質は一緒ですので、学生受け入れの方針である

アドミッションポリシーは変わりません。

14

推薦入試について質問です。

面接での面接官の人数とどんな質問があ

るのかを知りたいです。

申し訳ありませんが、回答することが出来ません。

獣医学群 全体に関すること

午後の部（獣医学群）での質問と回答

今は実習の回数が少ないとは思いますが

普段はどんな実習をしていますか
9

動物に関われるサークルはどんなものが

ありますか
10

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=70
https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp
https://www.rakuno.ac.jp/life/circle.html


入試要項の4ページに「新型コロナウイルス感染予防対策における注意事項」を掲載し

ておりますので、ご確認願います。

［2021入学試験要項］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/teisei_rgu_nyushi.pdf

16

私は今農芸高校の２年生です農業高校及

び農業大学校推薦枠で行きたいと思って

います

これは自分で直接大学に申請するのです

か、またとっておいた方が有利な資格は

何でしょうか

ご自分で大学へ申請してください（郵送も可能です）。なお、手続きについては、受

験生サイトに掲載されている受験ガイドや入試要項をご確認いただき申請願います。

また、取っておいた方が有利な資格については、申し訳ございませんがお答えするこ

とが出来ません。

本学獣医学類には、「動物生殖学研究室」があります。こちらは「牛群あるいは牛個

体ごとの生産効率および受胎成績を向上させる取り組み」をテーマに研究しておりま

す。詳細は本学HPの教員・研究室一覧をご覧ください。

［教員・研究室一覧］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9427.html

18
酪農学園大学ならではの授業はあります

か？

学内では、毎朝７時より本学附属動物医療センターで生産動物医療分野に所属する学

生たちによる入院及び提供畜への診療活動を行うクリニカルローテーションがあり、

ここでは患畜の温かみ、息遣い、食欲や活気、昨日との違いを感じ取り、臨床獣医師

として生産動物臨床全般に要求される診療技術および問題解決能力を身に付けたり、

生産動物の診療、動物群の疾病予防業務経験のある教員による理論と実践に基づいた

臨床獣医師として要求される問題解決法を学びます。

学外では、北海道オホーツク海側に「酪農学園大学えんゆう研修センター」を設け、

そこに宿泊して現地で実習が行える体制を整えています。そのほか、オホーツク農業

共済組合の家畜診療所を活用し、生産獣医療に関わる獣医師とともに日常診療に参加

するという診療実習を実施しております。大学で修得した臨床基礎技術や疾病関連知

識を実際の現場で経験豊富な臨床獣医師と共に応用する術が経験出来ます。

19
座学と実習の割合はどのくらいでしょう

か。

単位数での比較になると、座学３：実習１となりますが、実際の時間数で比較すると

座学１：実習１と半々となります。

20

建学の精神にある、実学教育とは実習や

フィールドワークを大切にしているとい

うことですか？

はい、その通りです。身に付けた知識や技術を社会で生かす力を育むために実践しま

す。また、知行合一：単に知識を身に付けるだけではなく、知識と実践は一体であ

る。ことを体現出来る農業人ならびに社会の人材を養成することを本学の目的として

います。

獣医学群ではカリキュラムの中に海外研修の用意がありませんが、大学が協定を結ん

でいる国へ留学や研修に参加することが可能です。期間は短いと３週間、長ければ１

年と様々です。

［海外留学・研修プログラム］

https://www.rakuno.ac.jp/exc/study-abroad.html

本学附属農場（キャンパス内農場）及び関連施設での基礎的な農作業や、本学の各学

類から提供される実習を体験的に学んでいただき、初歩的な技術の実際を理解し、畜

産・農業の基礎を学びます。

詳しくは、本学の学生支援システム「UNIPA(ユニパ)」でシラバスの照会が出来ますの

で、シラバス検索の授業科目欄に「健土健民入門実習」と入力してご確認下さい。

なお、カリキュラム変更に伴い、本科目の名称や内容が変更となる可能性がありま

す。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

22
健土健民入門実習とは何ですか？具体的

にどんなことをするのですか？

15

推薦入試を受験予定です。新型コロナ対

策として面接はどのような形式で行われ

る予定ですか？

獣医学部への質問です。私は牛の繁殖に

興味があるのですが、酪農学園大学で勉

強することができますか。また、牛の繁

殖や受胎についての研究室ではどのよう

に取り組みますか。

17

21
海外への研修は、どのくらいの期間行く

んですか

https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/teisei_rgu_nyushi.pdf
https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9427.html
https://www.rakuno.ac.jp/exc/study-abroad.html
https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp
https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp


本学の学生支援システム「UNIPA(ユニパ)」でシラバスの照会をしておりますので、シ

ラバス検索のキーワード欄に「キリスト」と入力してご確認下さい。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

24 研究室の定員はどのくらいですか？

各学類や教員にもよりますが、獣医学類は４年次から、獣医保健看護学類では３年次

から研究室振り分けとなりますが、獣医学類では３名、獣医保健看護学類では８名程

度となります。学生より所属希望を取りますが、第一希望の研究室へ入れない場合も

あります。

高校の履修状況はわかりませんが生物を選択していない学生も多いようです。入学後

に「生物学」の授業がありますので、そちらで学びを深めてください。

　また受験ガイド43ページに、2020年度学力入学試験科目別選択率が掲載となってお

ります。ご参考にしてください。

https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/web-entry-manual.pdf

26

先生方の入れ替わりがあったと伺いまし

た。今後の教育方針や研究室での研究内

容に変わりはありますか？

申し訳ありませんが、カリキュラム改正による様々な対応の準備中のためお答えする

ことが出来ません。

ホームページの「教員・研究室一覧」をご覧ください。

https://www.rakuno.ac.jp/reserch/labo.html?slug=veterinary#labo

28
実習や講義において、他大学と共同実

施・研究を行う機会はあるでしょうか。

他大学の教員と共同研究を行っている事例はありますが、実習や講義を共同で行うこ

とはありません。

本学の「酪農プラス」のサイト内の「酪農情報BOX」をご覧ください。牛の病気やそ

れに対する教員の研究成果などが掲載されています。

https://rp.rakuno.ac.jp/topics.html

30

EAEVEに認証された場合、講義内容や取

得可能資格の変更があったり、また専門

医を取得できるような制度等が導入され

るのでしょうか？

2021年度からカリキュラムが改定されますが、EAEVE認証に対応したカリキュラムに

なっています。主にカリキュラムや施設などの教育体制を評価対象としており、資格

や専門医とは異なります。認証を受けることはその獣医学教育が欧州水準にあり、国

際通用性を有することを意味します。

タイへ留学した学生の報告書がありますので、是非ご確認下さい。

［国際交流体験談］

https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-

post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0

%B1%E5%91%8A

No. 質問 回答

1
獣医学類で陸上部と中小家畜研究会両方

に入ることは可能ですか。

希望するサークルや部活・クラブによりますが、サークルや部活・クラブの掛け持ち

が出来るものもあります。入学後に陸上部・中小家畜研究会へご相談下さい。

2

入試についての質問です今年度より獣医

学類の入試方法が変わりますが、それに

伴い共通テスト併用型での理科の出題の

しかたに変更はありますか？

申し訳ありませんが、出題に関することはお答えできません。ご了承ください。

3
農芸高校及び農業大学校推薦枠で合格し

た方はどのくらいいらっしゃいますか

受験ガイドの40ページに掲載しておりますが、昨年度実績では３名の応募枠で合格者

は１名でした。

4

推薦入試では英語の要約がありますが英

語を日本語で要約するのか英語のまま要

約するのか教えてください

日本語で要約することとなります。

23
キリスト教系の授業ではどんなことを学

びますか？何か活動などはありますか？

29

獣医学類に関すること

牛の病気の研究では主にどういうものが

ありますか

私は大学生活で留学を考えているのです

が、貴学のタイでの留学のプログラムの

良いところを聞きたいです。

31

高校では生物ではなく物理を選択してい

るんですけど、高校の時生物をとってい

なかった生徒はどのくらいいますか？

25

研究室についての質問です。獣医生理

学、実験動物学、獣医倫理学はそれぞれ

どんなことを学ぶのですか、研究するの

ですか。

27

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp
https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/web-entry-manual.pdf
https://www.rakuno.ac.jp/reserch/labo.html?slug=veterinary#labo
https://rp.rakuno.ac.jp/topics.html
https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0%B1%E5%91%8A
https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0%B1%E5%91%8A
https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0%B1%E5%91%8A


5
地域獣医医療支援特別選抜についておし

えてください

この試験は、各自治体等が実施する「獣医師養成確保修学資金貸与事業」の一環とし

て、本学が「地域獣医療支援特別選抜」の二次試験として実施するものです。出願に

は、獣医師養成確保修学資金貸与事業を制定している機関・団体等の長の推薦が必要

となりますので、高校の所在地域で当該事業が実施されているかご確認ください。

6

獣医学類の入試についての質問です

共通テスト併用型入試での理科の問題

は、昨年までと同じような出題のしかた

ですか？

申し訳ありませんが、お答えすることが出来ません。

7

一般推薦入試を考えています。

現在小動物臨床医になるという目標を

もっているのですが、大学に入ってから

色々学び考え方も変わってくると思いま

す。

推薦ではちゃんと決まった目的をもって

いる方が受けるのでしょうか？

受験ガイドや入学試験要項にもあるとおり、推薦入試の面接では、志望動機、目標設

定、勉学への意欲などが問われます。ご自身で目標を設定して、なぜ獣医を志したの

かということを説明できた方がよいでしょう。

8
産業動物獣医師の仕事は150cmの小柄な

人間でも務まりますか？

豚・鶏の獣医師では問題なく対応出来ます。牛のように大きい動物では台を使用する

など、皆さん工夫して診療を行っています。

力仕事もありますが、動物の扱いや作業方法のコツをつかむことで問題なく対応は出

来ます。

9

コロナウイルスは人獣共通感染症と仰ら

れましたが動物の感染事例はどのような

例がありますか

もともとコウモリから来たと想定されています。

動物園のネコ化の動物（ライオンなど）が感染したという事例や、実験的な条件で

は、フェレットやネコでの感染が報告されています。

また、ハムスターが新型コロナウイルスに感染することも知られています。

１年次は座学が中心となりますが、「健土健民入門実習」の中で牛に触れる機会があ

ります。内容については、本学の学生支援システム「UNIPA(ユニパ)」でシラバスの照

会が出来ますので、シラバス検索の授業科目欄に「健土健民入門実習」と入力してご

確認下さい。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

11
獣医学類で4年時の仮免に落ちた場合ど

うなるのですか。

４年次の仮免とは、全国の獣医系大学で共通に受験しなければならない共用試験を指

します。この共用試験に合格できないと、5年生以上に用意されている、飼い主がいる

動物を対象とした実習に参加できないことになりますので、原則的には、4年生で留年

となり、翌年に共用試験を再受験することになります。

獣医ウイルス学ユニットは「動物と人に感染するウイルス感染疫学から予防・免疫、

腫瘍ウイルス療法」をテーマに研究し、獣医寄生虫学ユニットは「寄生虫病と原虫病

を含む感染症の診断と疫学に重点を置く獣医学・医学及び保全生態学の学際OneHealth

を標的にした野生動物医学研究」をテーマにしております。どちらのユニットも感

染・病理学分野ですので、人獣共通感染症を学ぶことが可能です。ウイルスの視点と

寄生虫・原虫の視点とどちらのアプローチから学びたいかをご判断下さい。

また、「人獣共通感染症学ユニット」もあります。

大学案内2021の獣医学類の研究室紹介では学びのキーワードを紹介しております。人

獣共通感染症をキーワードに入れている研究室が他にもありますので、ご確認下さ

い。

［大学案内2021（獣医学類研究室一覧）］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=73

10
獣医学科では一年生はどれくらい牛に触

れる機会がありますか？

12

獣医ウイルス学ユニットと獣医寄生虫学

ユニットとの違いを教えてください。ま

た、どちらのユニットで人獣共通感染症

についての研究ができますか

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp
https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=73


13
生産動物獣医師とは、具体的にどのよう

な仕事をするのですか？

生産動物の診療、管理指導をする獣医師です。

生産動物とは、日本の場合は主に、人にタンパク資源である肉、乳、卵を供給する動

物を指し、主に、牛・豚・鶏・馬に係る獣医師ということになります。

（海外では、毛皮や羊毛などを生産する動物も生産動物に該当します。）

生産動物は、生産している人にとっては家計を支える「経済動物」ともいわれます。

その名の通り、生産者の経済を支える動物ということになり、お金のかかる診療を続

けることが必要なのか、動物の治療をせずに対応することがよいのかなどの、選択肢

を生産者に提示することも生産動物の獣医師の役割となり、農場の経営や担当地域の

経済にも深くかかわる重要な仕事です。

14

獣医学類への質問なんです。私は人間の

手術を見たりするのがあまり得意ではな

いのですが、それだと動物の手術なども

厳しいでしょうか。

人と似た形をした動物の手術が苦手なのか、人と同程度またはより大きな動物の手術

が苦手か、または臓器を見ること自体が苦手なのか、ご質問の内容をくみ取れていな

いかもしれませんが、ネット上には、動物の手術動画を検索すると見ることが出来ま

す。まずはご自分で獣医療の手術について調べてみてください。。

※気分が悪くなるようでしたら、直ちに視聴を中止してください。

獣医学類は６年間大学で学びます。本学は私立大学ですので、学費も高額です。ご家

族とも十分に話し合われて進学の判断をしていただければと思います。なお、獣医師

の仕事は多岐に渡りますので、どのように社会で役に立ちたいかも併せて考えてみて

ください。

15
予防医療を学べる授業や研究室はありま

すか？

本学では「衛生・環境学分野」が予防などを目的として、家畜衛生や公衆衛生などの

教育研究を行っています。具体的にはハードヘルス（群管理）や家畜衛生学などで

す。その他、基礎系の研究でも広義では予防医療に通じることもあります。

16

獣医師は時に厳しい判断を強いられると

思いますが学生の間からそのような場面

と向き合うことがありますか

学生は5年生からスチューデントドクターとして臨床現場で診療行為に加わりますが、

獣医師である本学教員が必ず一緒にいます。厳しい判断を行うのは最終的には飼い

主、そして本学教員となります。

大学案内2021に記載している獣医学類の研究室一覧では各研究室の学びのキーワード

を表記しております。その中で該当する研究室だけでも、獣医ウイルス学、獣医寄生

虫病学、食品衛生学、病理学、人獣共通感染症学、疫学、生産動物内科学、などがあ

ります。

大学案内2021の獣医学類研究室一覧をご確認いただき、気になった研究室は本学HPの

研究室紹介や教員総覧でご確認下さい。

［大学案内2021（獣医学類）］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=72

［教員・研究室紹介］

https://www.rakuno.ac.jp/reserch/labo.html

［教員総覧］

http://souran.rakuno.ac.jp/search/results?q_fac=%27%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5

%ad%a6%e7%be%a4%e3%83%bb%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%a1%9e

%27&hl=ja

18
伴侶動物獣医師になる人は年間どれくら

いいますか。
本学の場合は、卒業生の40～45％（50～60名）ほどとなります。

19

獣医学類への質問です。

アフリカなどにいる野生動物を助けたり

保護したりする知識を身に付けることは

できますか？

直接的に、アフリカに生息する野生動物の保護を行う技術の実習はありませんが、国

内の野生動物の保全に係る講義は行われています。

獣医系の大学では、動物種に共通な特徴、基本的な治療方法、管理方法を学ぶことは

できますので、それらを応用していただくことになります。

学生によっては、長期休みの時にアフリカの野生動物保護区で活躍する日本人の活

動、オーストラリアの野生動物の保護活動に参加して、野生動物に関する知識を身に

つけている人もいます。

大学は、自発的に活動を行う機会を提供する場でもあります。

是非、自分の夢、自己探求のため、多くのことを自ら勉強していただくことを期待し

ています。

17
獣医学類の研究室で、感染症について研

究できる所はどれくらいありますか？

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=72
https://www.rakuno.ac.jp/reserch/labo.html
http://souran.rakuno.ac.jp/search/results?q_fac=%27%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%be%a4%e3%83%bb%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%a1%9e%27&hl=ja
http://souran.rakuno.ac.jp/search/results?q_fac=%27%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%be%a4%e3%83%bb%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%a1%9e%27&hl=ja
http://souran.rakuno.ac.jp/search/results?q_fac=%27%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%be%a4%e3%83%bb%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%a1%9e%27&hl=ja


獣医学類の教員の中でも臨床分野の教員は、教育研究のほかに附属動物医療センター

で診療を行っています。

診療科などが掲載さ入れていますのでホームページをご覧ください。

https://amc.rakuno.ac.jp/

附属動物病院では伴侶動物医療学分野と生産動物医療学分野のゼミ活動が行われてい

ます。また、臨床系の科目は附属動物医療センターで行われます。

21
エキゾチックアニマルについて学ぶ機会

はありますか。

前回のWEBオープンキャンパスにも同様の質問がありましたが、附属動物医療セン

ターの2018年度診療実績では総件数26,000件のうち、6件のエキゾチックアニマル診療

となっており、少ない実績となっております。本学では、伴侶動物は他病院の紹介を

経由した重篤な状態を扱う二次診療を主に対応しておりますことから、エキゾチック

アニマルは重篤な状況での二次診療の取り扱いが少なく、１次診療で対応出来ている

と推察されます。まずは、在学中には獣医師としての基礎を学び、卒業後に専門とす

る動物病院で研修するなどで学びを深めることが良いと考えます。

22

獣医学類に入ってから必要な特に力を入

れておいた方がいい普通科目は何でしょ

うか

2021年度カリキュラム改定により、獣医師国家試験へ向けて必要な科目は必修となり

ます。それに加えて本学が必要と考える科目は必修となります。例えば、統計学、生

物学、化学などは必修となります。詳細は入学時にガイダンスがあります。

獣医学類には、授業科目や研究室はありません。画像診断学で歯周病、組織学で歯の

組織構造、産業動物臨床学で牛の歯や口腔疾患を学びますが科目の中の一つのトピッ

クにすぎません。まずは、在学中には獣医師としての基礎を学び、卒業後に専門とす

る動物病院で研修するなどで学びを深めることが良いと考えます。

なお、獣医保健看護学類に口腔衛生やデンタルケアを研究テーマにする八百坂紀子先

生がいます。

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9413.html

実際に農業高校から入学して活躍している卒業生もいますので、ご本人次第であると

考えます。受験ガイドP38に学類毎の入学試験結果がありますので、参考としてくださ

い。進路は高校時から生産動物に関わっていた方が多く、生産動物の臨床獣医師が多

いようです。しかし、農業高校出身で野生鳥獣保護センターで活躍している卒業生も

います。

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター（酪農学園だよりvol.149　6ページ）

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rakuno.ac.jp/wp-

content/uploads/2020/01/09093128/vol149.pdf

25
任用資格は獣医になった後どのような効

果がありますか

資格を取得後、その職務に就いて初めて効力を発揮する資格です。それぞれの職場で

該当する業務にあたる場合に効果があります。例えば、獣医学類では獣医師の資格取

得と同時に「と畜検査員」を取得可能ですが、都道府県など職員となって食肉衛生検

査所に勤務となって、食肉の各種検査を実施し安全な食肉か否かを判断します。

タイのカセサート大学と協定を結んでいます。専門実習について、本学の学生はタイ

へ行ってカセサート大学の先生から学び、本学ではカセサート大学生を招いて指導

し、単位互換を行っております。獣医学類5年次の10~12月の3か月間、タイのカセ

サート大学の動物病院で臨床実習を行います。大学の社会連携センターホームページ

に学生「タイ・カセサート大学単位互換プログラム報告書」がありますのでご覧くだ

さい。なお、大学案内にも国際交流について紹介がありますのでご確認下さい。

［社会連携センター］

https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-

post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0

%B1%E5%91%8A

［大学案内2021（国際交流）］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=84

農業高校出身の獣医学類のがくせいはど

のくらいいますか。また入学後に学力麺

での不利はありますか？そして、卒業後

の進路はどのようになっていますか。

24

26

獣医学類タイへの留学について興味があ

るのですがどのような学びがあります

か。

20

将来は、小動物臨床獣医師を目指してい

ます。酪農学園大学が得意としている小

動物臨床分野はありますか？

また、高度獣医療にも興味があるのです

が、附属動物病院で見学や実習を行う機

会は多いですか？

23

小動物歯科・口腔外科に興味がありま

す。授業や研究室で勉強する機会はあり

ますか？

https://amc.rakuno.ac.jp/
https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9413.html
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rakuno.ac.jp/wp-content/uploads/2020/01/09093128/vol149.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rakuno.ac.jp/wp-content/uploads/2020/01/09093128/vol149.pdf
https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0%B1%E5%91%8A
https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0%B1%E5%91%8A
https://exc.rakuno.ac.jp/c/all/international-post/experience-post?tag=%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A0%B1%E5%91%8A
https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=84


No. 質問 回答

1
卒業生で臨床検査を専門に働いてる方は

いらっしゃいますか

臨床検査部門で血液検査などに従事している卒業生がいます。

2
動物看護師以外の職業につく卒業生はい

ますか？

卒業生の約半数が小動物の看護師として働いておりますが、３０％程は一般企業に勤

めます。ペット業界もそうですが、銀行やソフトウェア開発の会社、警察官などの公

務員として勤務されている卒業生もおり就職先は多岐に渡ります。また、学術的な研

究をするため、大学院へ進学する方もおります。

3
獣医保健看護学類に入って、白衣を着る

機会はありますか？

本学では、スクラブという医療用白衣を着用します。ただ、白衣といっても、白色で

はなく、役割ごとに赤系の色や青系の色など様々な色を使用して分けております。

4

獣医保健看護学類に入学後、さらに詳し

く研究したいと思い獣医学類に転学した

人はいますか。または、その選択肢はあ

りますか。

転学類の理由は様々考えられますが、現行制度のもとでは、獣医保健看護学類から獣

医学類に転学類したケースが僅かにあります。しかしながら、2021年度入学生から対

象となるカリキュラムが改訂されることに伴い、転学類制度も変更となる可能性があ

ります。転学類できる学類が限定されることも想定されますので、出願にあたって

は、志望する学類を十分ご検討ください。

5
獣医保健看護学類が獣医学類と併設され

ているメリットは何ですか？

獣医学類の教員による講義実習が科目に多く組み込まれており、動物医療センターを

利用した獣医学類教員指導の下で、診療実習に参加することができます。

また、専門基礎科目では、主に獣医学類教員による動物の治療および看護の基本とな

る専門教育を獣医学類の学生と一緒に受講します。そのため、充実した内容の専門基

礎教育を受けることができます。

獣医保健看護学類に関すること

質問が世界という広い視野で考えられている社会的事象と、一部の食料源の動物の生

産性についての質問であり、もしかしたら質問の意図を十分にくみ取れていないかも

しれませんが、想像できる範囲でお答えします。

新型コロナウイルスの影響で飢餓の危険性が増える地域は、国連やNPO法人から物資

の支援を受けている紛争地域、難民キャンプ等と聞いています。

その理由は、人の移動制限や物資の交通機関の制限によるものだと聞いています。そ

れ以外には、貧富の差の激しい発展途上国で医療体制が十分でなく、感染症により安

定的な職業が得られなくなる地域の人々が、該当するかもしれません。その際に、そ

れぞれの国々で 安定的な食料をどのように確保するか、世界的にどのように食料の再

分配をするのかということの意図があるのだと思います。その中で、動物性タンパク

資源を人社会に供給する生産動物の生産性向上のためにどのように取り組んでいるの

かというご質問と判断します。

質問者は、その一つの指標である、繁殖成績、受胎成績を向上する取り組みに興味が

あるのだと思います。

その答えは、日本を含む畜産先進国（生産効率の高い畜産国）では、多頭数の飼育形

態の普及、ゲノムによる効率的な育種改良、機械化（IoT機器、ICT化）の導入が行わ

れ、効率化や省力化が進められています。それらの国々では、動物の快適性を高めた

管理、得られる様々情報を生産に活かす技術が検討・実用化され、繁殖成績の維持、

向上につながる一つの方法になっています。一方、発展途上国では、人々の暮らしが

豊かになり個人所得も高くなっているため、植物性資源の食文化に、動物性タンパク

資源の食文化を取り入れるようになってきています。発展途上国で、生産動物の飼養

頭数が伸びている国は、中国、インドをはじめとするアジア地域、おおよびアフリカ

地域です。それら地域での動物の飼養形態はさまざまで、生産効率、繁殖成績を高め

る以前の、授精および搾乳機器、動物の飼育環境を含む衛生管理の概念、 動物の病気

の概念、栄養管理の概念が十分に理解されていない地域が多くあります。そのような

地域では、受胎成績などの繁殖効率を高めるためには、動物管理の考え方、方法を生

産者に教育することが有効な手段となります。

専門的な話になってしまい、分かりにくいことがあるかもしれません。その時は、ま

た、気軽に質問をしてください。

27

コロナウイルスの影響で飢餓が増えると

いわれていますが生産動物の受精成績を

どうやって上げているか教えてくださ

い。



6
獣医保健看護学類では、一番早くて何時

に大学へ行きますか？

授業時間割は第１時限目で朝９時からとなりますが、学類犬のお世話がある学生は朝

７時頃には通学している学生もおります。

２年次に「動物栄養管理学」という科目があり、ペットの栄養について学びますの

で、その科目を担当している教員の下で学ぶことが出来ます。詳しくはシラバスで

「動物栄養管理学」を検索してご覧下さい。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

8
動物行動生態研究室では、イルカ以外の

野生動物について学ぶ機会はありますか

イルカ以外の野生動物では、トドといった海棲哺乳類についても学びます。動物行動

生態学研究室では、伴侶動物の行動治療・しつけ教室・アニマルセラピーをキーワー

ドにペットと人がより良い暮らしをおくる方法を研究することや、海棲哺乳類・人獣

共通感染症・野生動物をキーワードにその生態を知り、人の暮らしが自然に与える影

響を知ることで、より良い関係をつくっていく研究をします。

はい、別になります。本学の受験生サイトに「受験ガイド」を掲載しておりますの

で、それぞれの選抜方法をご確認下さい。

［受験ガイド］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/web-entry-manual.pdf

10
生産動物看護師は動物園や水族館の動物

たちも、相手にしますか？
実習による用意がありませんが、座学による学びがあります。

４年次に「野生動物医学概論」があり、到達目標の１つに「野生動物の生体機能のし

くみを深く理解しながら、生態系のバランスを崩さぬように環境を健全な形で保全し

ていく知恵や知識を学ぶ」というものがあります。

詳しくはシラバスで「野生動物医学概論」を検索してご覧下さい。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

※ID・パスワードは入力せずに、シラバス照会を使用してください。

また、水棲哺乳類の研究室所属の学生は野生動物に興味を持っている様で、卒業後は

動物園やサファリパークに就職されています。

12

webサイトの獣医保健看護学類紹介で獣

医学の基礎知識を習得し…とあります

が、具体的には獣医学のどのようなこと

を学ぶのでしょうか。

動物の身体の仕組みや生理学、薬の作用や病気についてです。これらは獣医学の基礎

として１・２年次に履修します。その後、動物を治す獣医になるか、病気になった動

物のケアを看護の道へ進むかそれぞれの応用に分かれていきます。

13

8月のwebオープンキャンパスでは研究

室が10こありましたが、毎年変わるもの

なのですか。それとも、増えたというこ

とですか。

カリキュラム改正に伴い現在調整中となっております。

動物栄養管理学の事かと思いますが、「６大栄養素の種類、構造、整理作用の理解す

る。」「犬猫の栄養特性、ライフステージ学び、その栄養管理ついて理解する。」

「生産動物(ウシ、ウマ、ブタ、メン羊、ヤギ、ニワトリ)の基礎栄養生理について理解

する。」ことが授業の概要となります。

本学の学生支援システムＵＮＩＰＡではシラバスの照会が可能です。

シラバス検索の科目名称で「動物栄養管理学」を検索してください。

［Web情報学生支援システムUNIPA］

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp

15

実際に動物に触れるような実習は何年生

からですか？動物医療センターでの実習

の頻度はどのくらいなのでしょうか

学類犬のお世話が１年次の後学期より始まります。また、１年次の生物学実験や２年

次の動物形態機能実習でイヌまたはネズミに触れることになります。

動物医療センターでの実習は、単位として認められる実習としては３年次の夏休みに

１週間程度実習します。４年次の後学期では、選択科目になりますが、希望した方に

実習を行う事が可能です。

16
イヌ・ネコ以外の動物を扱った実習はあ

りますか？

１・２年次の生物学や動物形態機能学といった実験・実習の中で、マウス・ラット・

モルモットを使用したものがあります。動物病院ではイヌ・ネコが多く来ますので、

実習は犬・ネコが中心となります。

学生からの希望があれば、教員の方で検討もいたします。

17
動物看護師になるために、大学入学前か

らできることはありますか？

動物の身体の事を勉強するので、生物学の勉強はしておいた方が良いです。入学後は

座学・実習をとおして、国家試験合格が出来るまで学力の向上をしていきます。

7

獣医保健看護学類ではペットの栄養

(ペットフードなど)について研究できる

研究室はありますか？

14
動物栄養学は主にどんなことを勉強する

のですか？

9

獣医保健看護学類へ入るには試験の際、

獣医学群の獣医学類の試験とは別です

か?

11
獣医保健看護学類では、野生動物の保護

や救護に携わる機会はありますか

https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp
https://nyushi.rakuno.ac.jp/wp-content/themes/tokiwa/file/web-entry-manual.pdf
https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp
https://unipa-ap.rakuno.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp


18

動物看護師の資格が国家資格いなるとい

うことですが、今までよりも勉強は大変

になりますか？

環境省や農林水産省も国家資格に合わせた試験問題を作成しますので、現在の資格試

験よりも多少難しくなることが予想されますが、本学入学後の学びで国家資格合格実

現へ向けてしっかりサポートいたします。

19

獣医保健看護学類の学生が、野生動物医

療センターで野生動物について学ぶ機会

はありますか

所属する担当教員との調整が必要になりますが、野生動物医療センターで野生動物に

ついて学ぶ機会はあります。

20
留学は何年次から参加することが可能で

すか。

３年次・４年次には、アメリカのパデュー大学に短期留学として２週間ほど参加しま

す。他には、大学の留学プログラムがあり、例えば、アメリカのフィンドレー大学で

はベケット奨学金という制度を利用した留学(10ヶ月)があります。留学時期は４年次に

参加される方もいますが、３年次が適していると考えます。


