
午後の部（獣医学群）での質問と回答

獣医学群 全体に関すること
No. 質問 回答

1 現在数学Ⅲを履修していないのですが、入学後に数学Ⅲを使いますか？

数学Ⅲの内容が、そのまま各種の国家資格試験に出題されることは、あまりないと考
えます。
公務員試験などには、一般教養として数学の知識を問う問題も出題されますが、数
Ⅲの内容であるかは、詳しくは分かりません。
しかし、高校生活の中で、勉強できる機会があるのであれば、広い知識を持っておく
ことは必ず将来の自分のためになります。
そのものが、直接役に立たなくても、その科目内容を追究したということが、あなたの
物事の考え方、視野を広げてくれるはずです。

2
産業動物の臨床獣医師を目指しているものです。実習はとても充実していると聞いてい
ますが、実習において先生一人に対しての生徒の数は何人ですか？

実習は、学内で行う斉一と言われる皆に基本的な手技を教える実習と、実際の患畜
（飼い主のいる動物）を扱う実習があります。
前者の実習では、教員一人に対して10名から40名となることもあり、後者の実習で
は、教員一人に対して3名を基本としています。

3
生産動物獣医師は伴侶動物獣医師とは違い、安楽死を選択する機会が多い気がしま
す。重症の牛を治療する場所がありましたが、酪農学園大学では生産性だけではなく重
症の生産動物の命を救うことも大事にしているのでしょうか。

重症の動物に対しても命を救うことを大事に考えていない獣医師はいないと考えま
す。
しかし、生産動物の診療は、飼い主と情報の共有の中、すべて飼い主の判断によりま
す。生産動物は、経済動物ともいわれており、生産者の経営を支えるための動物で
す。
獣医師として、回復の見込みのない場合は、生産者にその旨きちんと説明をして、生
産者の判断を仰ぎます。
一方、適切な治療を十分に施せば回復する見込みのある場合は、その治療期間、か
かる費用などを生産者と相談して対応することになります。
その場合も、その後の診療の継続については、生産者の判断によります。

本学HPに研究室の紹介をしております。
［研究室一覧］

https://www.rakuno.ac.jp/reserch/labo.html?slug=veterinary#labo
更に詳しく知りたい場合は、WEB個別相談の利用や本学へメールやLINEでご質問
下さい。

5 各研究室にはいつ頃初めて訪問し、いつ頃所属するのですか。

訪問は、いつでもできますが、オフィスアワーとして研究室に先生がいる時間帯がわ
かるようになっています。その際は、連絡を取り、時間を決めることが必要です。
獣医学類の研究室所属は、2021年度カリキュラムからは、3年生の後期までに所属
先を決めて、4年生から正式の所属となります。獣医保健看護学類では、3年生から
所属となります。

6 獣医保健看護学類の動物集中管理研究室はなくなってしまうのですか？

2021年からのカリキュラムならびに組織の改編を計画しており、研究室名などの変
更が行われますが、学群として当該研究室がなくなるわけではありません。
獣医保健看護学類の学生の教育に、獣医学類と同様に動物医療センターを利用し
ています。
今後は、獣医学類の学生と獣医保健看護学類の学生を同じように研究指導を行う計
画があります。
より広い分野の研究が行える環境となりますので、入学後にいろいろな先生とお話
をして、興味ある研究室に早くから参加するとよいかもしれません。

7 国際交流に参加するために、資格などは必要ですか？

本学の国際交流課が主催する海外留学プログラムの応募にはTOEICスコア等の提
出が要件となっています。これらは入学後にも学内で受験することができます。その
他の留学については受け入れ先の要件を確認する必要があります。手続きなど大変
なところもありますが、入学後に大学の先生や国際交流課にいつでも相談して、留学
の実現にむけて一緒に考えていくことが出来ます。

8 英語のみの講義はありますか？
担当される先生にもよりますが、授業の全てが英語という事もあります。また、研究室
によっては、２４時間英語というところもあります。

9 学納金は前期をさらに分割して払うことが出来るのか 申し訳ありませんが、分納は受け付けしておりません。

獣医学群に限定すると、獣医学類では第１期学力・共通テスト併用型入試。獣医保
健看護学類では第１期学力入試が募集人員が一番多くものとなります。
受験ガイドの6ページをご覧ください。

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

11

入試情報の結果を見たのですが、センター試験で応募者数が5人、合格者数が約10倍
の50人になっているのはなぜですか？
また、その際の入学者人数が1人なのはなぜですか？
仮合格等を含めた人数なのですか？

センター利用入試は推薦入試の専願（合格したら必ず入学）とは異なりますので、本
学受験し合格しても他大学へ入学される方もいらっしゃいます。そのため、合格基準
を満たした人数が募集人員を上回るということがあり、このような結果となります。本
学では仮合格という制度を設けておらず、合格者はみな入学することが可能です。

12 研究室の教授のご退職、ご異動などはいつ頃、どこに質問すれば分かるでしょうか？ 大変申し訳ございませんが、お答えすることができません。

獣医学類に関すること
No. 質問 回答

1
獣医看護にはできず、獣医師だけができる、
最大の魅力は治療を直接出来ることですか？

獣医師と動物看護師は獣医療に密接な関係にありますし、魅力を感じる点は人それ
ぞれかと思います。
獣医師の仕事は動物を直接診療する以外にも、公衆衛生や新薬研究など、様々な分
野があります。

2
お世話になります。
ご説明の中で臨床に関し、病院実習などを紹介されていましたが
このコロナの状況で対面授業などはどうされていますか

新型コロナウイルス禍により、遠隔授業がメインとなっておりますが、生き物を扱う大
学ですので、新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとりつつ、必要最低限の人員
で一部の実習は行っております。
お答えすることが難しいですが、ご参考までに過去の入試結果と過去の入試問題を
掲載しておりますのでご確認願います。
［入試結果］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/guidance/result.html
［過去問題］

https://nyushi.rakuno.ac.jp/guidance/kakomon.html

研究室について詳しく知りたいです
どこで質問したらいいですか？

4

10 入試各方式の中で募集人員が1番多いものはなんですか？

入試の出題傾向と、合格ラインはどのくらいか教えてもらいたいです3
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なお、新型コロナウイルス禍により、入試状況が変更される可能性があります。
変更時は受験生サイトを通じてお知らせいたしますので、定期的にご確認いただけれ
ば幸いです。
家畜衛生対策推進協議会が行っている「産業動物診療獣医師修学資金制度」のこ
とだと思います。以下までお問い合わせください。

http://jlia.lin.gr.jp/eisei/syugaku/p4.html
本学HPで教員・研究室の紹介をしております。是非ご覧ください。
［教員・研究室一覧(玉本隆司先生)］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9443.html
［教員・研究室一覧（大田寛先生）］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9438.html
はい、本学ホームページでお示ししております。
［免許・資格取得（獣医師国家試験合格状況）］

https://www.rakuno.ac.jp/career/qualification.html

7 他の獣医大学との交流はありますか？

国内外さまざまな、交流が行われています。
大学生の間では、日本獣医学生協会（JAVS）があり、各大学の学生がさまざまな機
会に情報の交換を行っています。また、専門的な学会においても、学生の集まりがあ
り、交流が行われています。
研究内容によっても、他大学の研究室間の交流も行われているようです。
また、6年生になると国家試験の勉強についての各大学での交流がされています。

獣医学類で、野生動物を学びのキーワードに入れた研究室は「獣医細菌学・獣医寄
生虫病学・獣医病理学・獣医免疫学」があります。研究内容については、大学案内や
大学HPで詳しくご紹介してお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=72
［本学HP（教員・研究室一覧）］

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

9
学士入試を今年受ける者です。例年の英文量と変わりはありませんか？また、過去三
年分はHPにありましたが、それ以前の過去問の配布はありますか？

学士入試に係る出題内容についてはお答えが難しいです。また、４年前以前の過去
問題の配布は行っておりません。こちらにつきましてもご了承願います。

10
面接の注意点とよくある質問、そして面接の形式は一対一なのか一対多なのか教え
てもらいたいです

大変申し訳ございませんが、こちらの質問にはお答えが難しいです。ただ、「なぜ酪
農学園大学を選び、将来は社会に出てどのように活躍したいか。」についてはご自身
で整理されてください。

11 推薦書類の書き方のコツなど自己推薦での注意点を教えてもらいたいです。
大変申し訳ございませんが、こちらの質問にはお答えが難しいです。ただ、なぜ酪農
学園大学を選び、将来は社会に出てどのように活躍したいか。についてはご自身で
整理されてください。

12
一般推薦入試は定員数をとらないのですか？
合格に一定の基準がありますか？

合格基準をお答えすることは難しいですが、受験された方が定員以上いても、合格基
準に満たない場合は、不合格となる場合があります。

13 獣医学類での実習は内科、外科に別れていないのでしょうか？

講義科目としては分かれていますが、実習科目としては、分かれていません。
伴侶動物医療、生産動物医療に係るそれぞれの診療に必要な内容は、外科、内科の
区別がなく共通のことが多いため、実習科目名も伴侶動物学臨床実習、産業動物臨
床実習学となっています。
しかし、実習の回によって、内科中心の実習、外科中心の実習となることがあります。

14 往診では乳牛、肉牛を選ぶことができますか。

選ぶことは、できません。
往診は、その日になって依頼の内容が決まるため、あらかじめ予定を入れておくこと
はできません。
しかし、定期的な検診の場合には、乳用牛、肉用牛で分かれている内容であれば、あ
らかじめ予定を入れることもできる場合があります。

15 野生動物を診療することはありますか？

野生動物は自治体の管轄であり、感染症予防の観点から本学附属動物医療セン
ターへの持ち込みは禁止しております。
本学と野生動物との関連では、寄生虫・原虫を含む感染症の臨床、疫学、寄生虫を
指標とした宿主生態に保全医学（OneHealthを対象にする科学）の基盤構築を
テーマに、附属動物医療センター構内に野生動物医学センター（WAMC）が設置さ
れておりまして、学生・院生・研修生や学外の専門家と共に活動をすることも出来ま
す。ここでは、傷病野鳥の救護や不審死の剖検を行う場合があります。

動物生殖学ユニットでは、「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」をテーマとして学びます。学びのキーワードとしては、「乳牛・生
産性繁殖性向上・環境評価・繁殖障害・子宮・画像診断」などがあります。
詳しくは、大学案内のピックアップ研究室や大学ＨＰの教員・研究室紹介をご覧くだ
さい。
［大学案内2021(ピックアップ研究室)］

https://www.d-pam.com/rakuno/205999/index.html#target/page_no=72
［教員・研究室一覧（中田先生）］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9427.html
［教員・研究室一覧（杉浦先生）］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9459.html

17
一学年の人数が多いですが、サークル以外に講義や実習などで全員と関わる機会
はあるのでしょうか。

通常、講義は学類の同じ学年で受講することになります。
その意味では、必修（必ずその学類の学生は取らなくてはいけない）講義科目がある
学年では、同じ学類の学生全員と関わることになります。
実習については、学類にもよりますが、一度に一緒に実習を受けることができる人数
が限られているため、同じ学類であっても2～4つのグループに分けて別々に実習を
行います。
そのため、実習科目の場合には、学類学生のグループでの行動となり、全員ではなく
なります。
実習は、更に専門的な内容を実際行うため、更に数名から10名程度の班に分かれ
て作業することが多くなります。

本学HPに就職先一覧を掲載しておりますのでご確認ください。
［キャリアセンター(卒業生データ)］

https://career.rakuno.ac.jp/data.html?id=data_01

4
各自治体が募集している産業獣医の奨学金制度について
今までの実績、何名くらい応募して採用されたか？
どんな自治体があったか？教えてください

卒業後に道外に就職する人はどのくらいいますか？18

動物生殖学ユニットについて教えて欲しいです。16

伴侶動物内科学Ⅱというユニットでは、具体的にどのような研究を行いますか？5

獣医師の国家試験の合格率は公表していますか？6

野生動物に関わる研究室はありますか？
その研究室では何を研究されていますか？

8
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19 附属動物医療センターの防疫体制はどのようになっていますか？

獣医師は様々な農家さんへ出向きますので、現場ごとで長靴などを用意いただき、そ
の場で履き替えることで防疫を行っております。
本学の附属動物医療センターでは、建物内のみならず、エリア全体で防疫をしてお
り、施設内での移動を可能としております。
例えば、今回ご紹介した生産動物エリアも、医療センター専用の履物を着用してお
り、防疫に係る十分な対策をとっております。

はい、留学することが出来ます。
大学で用意している英語を中心とした短期留学があります。
また、本学の特徴でもありますが、５年次の専門科目・実習をタイのカセサート大学と
協定を結んでおりまして、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。
更に、研究・調査の一環として海外へ行くこともあります。
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。
［大学案内2021（国際交流）］

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

21 ヨーロッパ獣医学教育機関協会（EAEVE）の国際認証とは？

ヨーロッパレベルでの質の高い「カリキュラム・施設・教育方法・学生の参加」といっ
た視点で本学の獣医学教育の質を最適化することを目的としてEAEVE取得に取り
組んでおります。こちらの認証は審査の段階で学生も英語による対応を求められます
ので、英語を強化するカリキュラムを組み、クリニカルローテーション、食品加工、公
衆衛生といった本来獣医師として知るべきカリキュラムを整備し、学生となる皆さんに
を含む講義・実習を通じて学んでいただけるように準備を進めております。

22 酪農学園は生産動物の実習が多いのでしょうか？

本学では、大学構内に牛舎を保有している関係からも、牛に接する機会が非常に多
いのが特徴です。
実際に牛に触れることが重要ですので、選択制にはなりますが、学内のみならず、北
海道のオホーツク地域などの学外での実習先も確保しております。
EAEVE国際認証取得に係り、生産動物に係る学びの充実にも更に力を入れていき
ます。

23 エキゾチックアニマルは診療しますか？

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。

24 馬に特化した研究室やゼミはありますか？

現時点では馬をメインにした研究室がなく、麻酔・臨床検査・内科といった視点から
馬に関わる研究室があります。なお、ヨーロッパでは伴侶動物としての馬に注目が集
まり、ヨーロッパ獣医学教育機関協会（EAEVE）の認証取得を進めている本学とし
ても、今後は馬に力を入れ、講義・実習を通じて深い学びを行えるよう準備しておりま
す。

獣医保健看護学類に関すること
No. 質問 回答

1 獣医保健看護学類で動物飼育員になられる方はいますか？ 札幌市にある「円山動物園」に勤めている方がいらっしゃいます。

本学ＨＰでサークル紹介ページがありますので、是非ご覧ください。
［酪農学園ボランティアクラブ］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/club/1563.html
［どうぶつボランティア幸せなしっぽ］

https://www.rakuno.ac.jp/archives/club/1616.html
また、大学所在地の江別市でもボランティアを募集しておりますので、ご興味
があればご覧ください。
［ボランティア組織(江別市)］

https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/kyouiku/46080.html
生産動物看護部門推薦の出願資格には、一般推薦の出願資格に加えて「生産動
物分野の動物看護師を志望する者」があります。また、選抜方法は、一般推薦
の選抜項目には評定平均値を選抜項目としていますが、生産動物看護部門推薦
には含まれておりません。
詳しくは受験ガイド30ページをご確認いただき、ご自身に合った受験方法をご
選択ください。
［受験ガイド(P30獣医保健看護学類)］

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

4 授業でエキゾチックアニマルを扱うことはありますか？

座学としては、動物全般の学びの中で触れることはありますが特定の動物の学
びとしては難しい部分があります。
１年次「動物形態機能学」の教科書を確認しましたがげっ歯類のところでウサ
ギを扱い骨、歯の数や、便の種類などで出てくる程度になります。
犬、猫で、学びを深めることとなります。

5 教科書代やユニフォーム代はいくらくらいかかるか
教科書代は履修する科目にもよりますが３～５万円程度、つなぎが４千円。長
靴が３千円。スクラブ(実習着)が５千円～1万円ほどになります。

6 寮に入った場合、どれくらいの頻度で帰省できますか？
学類犬がおりますので、夏季休暇などは、近隣から通学される学生さんや寮生
さん達との飼育期間をバランスを取りながら調整しております。なお、長期間
にわたり、帰省される学生さんはあまりいません。

7 犬や猫の薬やペットフードを作る仕事につけるのか
実際に製造に携わっているかはお答えが難しいですが、ペットフードを製造企
業や製薬会社への就職実績があります。

8
動物理学療法に興味があるのですが、卒業生の中でリハビリを主に働かれてい
る方はいますか？

実際にリハビリを主に働かれているかはお答えが難しいですが、動物病院への
就職実績は数多くありますので、動物看護師の業務の一環でリハビリを行って
いる方はいらっしゃいます。

20 入学後に留学することはできますか？

ボランティア活動はできますか？2

今年受験するものです。大型動物に携わりたいと思っていますが、推薦入試の
一般推薦と生産動物看護推薦の違いと、どちらで受験するほうが良いのでしょ
うか？

3
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