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北里大学獣医学部

オープンキャンパス

2021年度オープンキャンパスを開催いたします！

●全学部対象
会場：神奈川県 相模原キャンパス
第1回

第2回

●獣医学部対象
会場：青森県 十和田キャンパス
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WEB進学相談会
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【動画配信】
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生物環境科学科

【事前申込制のイベント】
申込みの開始は各イベントの約1週間前からを予定して
います。当日のお申込みも可能ですが、各プログラムの定
員に達した場合は受付終了となりますので予めご了承く
ださい。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開
催方法が変更あるいは中止になる場合がありま
す。最新情報は「北里大学受験生サイト」をご確認
ください。
北里大学受験生サイト
https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/

本学部では昨年に引き続き、Zoomを利用したWEB進学相談会を開催いたします。昨年度からの
入試制度の変更点など入試制度に関することや学校生活全般に関するご質問に獣医学部教員がお
答えします。ネット環境さえあれば、家や学校から参加することができます。また保護者の方と一緒
に相談をすることもできます。ご興味のある方は、ぜひご利用ください。

開催時間

平 日：午後５時〜８時頃迄
土曜日：午前９時〜午前12時頃迄

（月によって開催日が異なります）

申込方法

申込フォームからお申し込みください。
https://www.vmas-kitasato.com/
online-consultation

入試担当教授が担当します。

談会
2021年度学外進学相

全国の受験生に大学の内容をより深く理解していただくため、学外で行われる
進学相談会（広告代理店主催他）に参加しています。獣医学部教員が出席し、皆さん
のご質問にお答えいたします。是非最寄りの会場にお越しください。
※会場によっては事前申込が必要な場合があります。必ず各会場の詳細をご確認ください。

開催地区
関東・首都圏

開催日

開催都市

相談会名称

会場

9月26日（日） 新宿

農学・獣医学・生物環境系大学進学相談会

東海

9月 5日（日） 名古屋

農学・獣医学・生物環境系大学進学相談会

近畿

9月 4日（土） 大阪（梅田）

農学・獣医学・生物環境系大学進学相談会

梅田スカイビルタワーウエスト

13:00〜16:00

9月 6日（月） 広島

農学・獣医学・生物環境系大学進学相談会

広島グリーンアリーナ

16:00〜18:30

開催日未定

農学・獣医学・生物環境系大学進学相談会

未定

未定

中四国
九州

福岡

新宿エルタワー

開催時刻

愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）

12:00〜17:00
13:00〜16:00

デントコーン畑からの眺め
（獣医学部十和田キャンパス内）

北里大学獣医学部

動物資源科学科 20名

クイズ

企画・発行：北里大学獣医学部

〒034-8628 青森県十和田市東二十三番町35番１号 TEL.0176-23-4371
（代）
URL. https://www.kitasato-u.ac.jp/vmas/

2022年度

入学試験

生物環境科学科 5名

■ 試験概要
募集学科
動物資源科学科

【ク イ ズ 】宮城県の牡鹿半島の先端にある金華山島は、何という国立公園に含まれて
いるでしょう？
【ヒ ン ト】生物環境科学科 自然林と野生のシカを見ることができます。
【賞
品】正解された方の中から、抽選で30名の方に北里大学オリジナル多機能ペン
をプレゼント！
【応募方法】メールで応募を受け付けます。件名を
「クイズ」
とし、本文にクイズの答えと郵
便番号・住所・氏名・電話番号・在籍学校名・学年・本学部で興味
のある学科名を記入の上、
ご送信ください。
【応募締切】2021年11月末日 【応募先メールアドレス】nyushi@vmas.kitasato-u.ac.jp
【当選発表】発送をもちまして当選発表とさせていただきます。

総合型選抜試験

生物環境科学科

募集人員
20名

5名

出願受付期間
2021年
9月1日（水）
〜
9月30日（木）
当日消印有効

試験日

試験会場

合格発表日時

入学手続期限

10月17日（日）

十和田
キャンパス

11月 1日（月）
13：00

11月10日（水）

(日本国外から送付する場合は
締切日必着)

※2021年度入学者選抜試験までに本学AO特別選抜入学試験または総合型選抜試験で不合格となった者は受験できません。
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All About 十和田キャンパス

学科 T O P I C S
先 輩 が アド バ イ ス

生物環境科学科

動物資源科学科

獣医学科
十和田キャンパスでの
大学生活
2年生になると十 和田キャンパスでの 生 活が

「畜産農家向け
ヒートストレス予報
ちくさん天気 」
を開発
動物飼育管理学研究室では、民間の気象予報

金華山島で
シカと植物の調査を実施
宮城県の牡 鹿半島の先端にある金華山島は、

始まります。最初は、知らない土地でのひとり暮

会社である株式会社ウェザーニューズと共同で、

自然林と野 生のシカが見られる場所として三陸

らしに不安を感じていましたが、1年生の時にで

家畜の生産性に影響する気象変化を高精度で予

復 興国立 公園の 一 部になっています。動 物 生 態

きた友人や2年生で新しくできた友人、また先輩

測し、暑熱・寒冷ストレスのリスクを表示するシ

学研究室では毎年金華山島でシカの調査を続け

方との交流を通して十 和田キャンパスでの生活

ステム ちくさん天気 を開発しました。

ており、今年も4月に他大学の研究者と共同で調

に慣れていきました。キャンパス内にはBBQ場や

このシステムにより、畜産農家では、家畜に対

査を行いました。

グラウンドなどのさまざまな施設や設備があり、

する暑熱・寒冷ストレスのリスクを事前に把握で

今年の調査項目の一つは、ドローン観測による

お花 見やBBQなど、季 節にあった楽しみ方がで

きるようになり、適切な 対 策 が 行われることに

島北部のシカのセンサス（個体数調査）でした。内

きます。また、仲良くなった友 人と十 和田市内や

よって、暑熱・寒冷ストレスによる生産性の低下

温動物である哺乳類のドローン観測は、夜間に体

青森県内を観光したりして十和田での生活を楽

を軽減できるようになります。さらに、気候関連

温を熱赤外カメラで検出する方法で実施します。

しんでいます。4年生になるとそれぞれが選択し

の危険や自然災害に対応できるレジリエンス構

深夜にヘッドランプをつけて尾根まで移動、朝ま

た研究 室での活動が始まります。コロナ禍で 現

築の実現を目指している持続可能な開発目標：

でド ローン 観 測 を 行った 後、宿 泊 地 に 戻って 朝

在は中止になっていますが、研究室単位でのボー

SDGsの達成と、家畜の快適性に配慮した飼養

食、睡眠という昼夜 逆転 生活でした。さらに日中

リングや野球を行い、
交流を深めています。

管 理を目指すアニマルウェルフェアの実 践にも

は植物の調 査も行いました。金華山島では森林

寄与するものです。

の 衰 退 が進 み、空中写 真を見ても草原や多くの

勉強面では学 年が上がるごとに内容がより専
門的になっていくこともあり、
難しくなっていきま

今回開発した「畜産農家向けヒートストレス予

ギャップ（高木が倒れることによって森林内に出

すし、
より実践的な勉強や実習が増えていきます。

報 ちくさん天 気 」は、事 前に家 畜に対 する暑

現した日当たりの良い場所）があることが分かり

私の所属する獣医放射線学研究室では大学附属

熱・寒冷ストレスのリスクを把握するためのTHI

ます。空中写真の情 報とGPSを頼りに調査地点

動物病院に来られた患者さんのレントゲン撮影

（温湿度指数）と、各家畜に対する熱ストレスの

に行くと、ほとんどのギャップはススキやシバに

や放射線治療、
CT、
MRIといった機器を使用した

度合いを予報として畜産農家に提供する、これま

占められ、ブナやモミなど高木の幼樹は全く無い

検査を行っています。
動物病院での検査はみんな

でにないサービスです。家畜の種別（乳用牛、肉

ことが確認できました。通常森林内のギャップは

での連携が大切なので、
協力して行っています。

用牛、子牛、豚、鶏）と地点を選択するとユーザー

次第に樹木に置き換わりますが、金華山島ではシ

大変な時もありますが、
元気になった患者さん

専用のページが表示され、THIの過去24時間と

カが幼樹をすべて食べてしまうため、森林に戻る

や元気になった患者さんをみて喜んでいる飼い主

24時間先までの実績値・予測値と、週間予報が

機能が働いていないのです。

さんをみてやりがいを感じています。
また、
週一回

確認できます。設定した家畜の種別に合わせて、

行われるカンファレンスを通じて、
それぞれの考え

THIに応じたストレス度合いを色別で表示し、対

査を楽しんでいました。さらに太平洋に昇る朝日

を話しあったり、
先生方の意 見を聞かせてもらっ

策が必要な日や時間がひと目でわかります。

をみたり、野 生のサルの群 れと出会ったりと、金

たりしながら画像診断の知識を深めています。
（獣医学科6年生

酒井香菜子）

地球サイズのマナビで自分サイズの夢を探そう！
獣医学科6年生

動物資源科学科4年生

生物環境科学科4年生

静岡県出身

茨城県出身

東京都出身

田中春希さん

座学の学びを理解につなげる実習や
外部講師を招いた講義など、興味が
一層広がり良い刺激が受けられます。
千円札に肖像が印刷されることになった北里
柴三郎を学祖とする北里大学のことを私が
知ったのは、
中学時代に読んだ小説
『犬部』
が
きっかけです。
小さな命と向き合い奮闘する
大学生の姿に感動し、
十和田での生活に憧れ
を抱くようになりました。
実際に十和田での学
びは、
獣医師志望の私を常に刺激し、
毎日が貴
重な経験の連続で充実しています。

櫻井

広大なキャンパスで、
日々多くの動物
と触れ合いながら、
多様な学びを深
化できる場所、
それが北里大学です。
動物と触れ合う実習が豊富で、
畜産分野だけ
でなく微生物、
細胞、
食品などについて幅広く
専門的に学べるのが動物資源科学科の魅力
だと思います。
解剖学実習や附属八雲牧場で
の実習も印象的でしたが、
実際にアイスなど
の加工食品を自ら製造し、
食品添加物が人に
与える影響を風味や食感の違いで分析する食
品機能実習も忘れられません。

I Love Towada

I Love Towada

十和田の街は、
官庁街通りの賑わいだけでな
く、
アートにこだわったカラフルなモニュメン
トなど芸術性豊かな世界観も魅力です。

My Favorite Campus

これは、当研究室における家畜生 産技術に関

華山島の雄大な風景と非日常を満喫しました。な

する基 礎研究成果をもとに、生 産現場のニーズ

お調査中にさまざまなご助力をいただいた金華

に応え、民間気 象予報会社と共同で開発したこ

山黄金山神社の皆様には、心よりお礼を申し上げ

れまでにないシステムです。

ます。

研究室対抗朝野球
ドローン調査。鳥取大の伊藤
先生と。
シカはかなり間近で見ら
れます。

校門をくぐって正面にある青森県の形をした
「あおもり池」
が好きです。
暖かくなると、
カル
ガモの親子が泳ぐ姿に心が癒されます。

動物飼育管理学研究室の飼育当番でよく訪れ
る家畜棟です。餌やりや健 康観察、掃除のほ
か、
作業の一環で羊の散歩も行います。

My Favorite Campus

など）に関する知識も習得します。新型コロナウイルスの流行によっ

2020年度前期受賞者

髙野 友美教授

図書館です。
さまざまな分野の専門書や非常
にマニアックな本も蔵書されているので、
講
義の合間に訪れて読み耽っています。

獣医学部では、授業改善のための学生による授業評価アンケートをすべての科目に
おいて実施しています。獣医学部優秀教育賞は、評価値が最も高く、学生の満足度が
高かった科目の担当教員を顕彰するものです。

科目名：
「獣医感染症学Ⅰ」

「獣医感染症学I」は、本学獣医学科の学生にとって動物の病気を
原因から症状まで具体的に学ぶ最初の学問です。そして動物の感染
症についての知識は、非常に幅広い職域で働く獣医師にとって動物
の感染症を制御する上でも大変重要です。
講義では、家畜・伴侶動物の細菌・ウイルス感染症などの病気に

ちくさん天気
（肉用牛用）

珍しい水生昆虫やサンショウウオの仲間が観
察できる八甲田山麓の鳶沼。
夜には満点の星
空が広がり、
運が良ければ流れ星も見られる
かも。

て、感染症という学問はより身近な存在となっています。獣医学科
の学生の場合、周りの人から感染症について質問されることもある
かもしれません。
「不顕性感染って何？」学生の皆さん、答えられま

畜産農家向けヒートスト
レス予報 ちくさん天気

大学附属動物
病院での検査
の様子

幼い頃から生物が興味の対象だった私は、
自
然の中でのフィールドワークが趣味でした。
そ
んな自分の興味をとことん突き詰め、
自己実
現を目指すのに最適な環境があると感じ生
物環境科学科を選びました。
これまでの学生
生活はとても濃密で毎日が充実、
先生方との
距離も近く、
貪欲に学びたい人にはおススメ
の環境が揃っていると思います。

厳しい調査日程でしたが、学生は全員元気に調

獣医学部 優秀教育賞

桜の前で研究室の集合写真を撮影

「環境」
という分野を、
動物や植物、
さらに工学、
情報科学など多様な視
点で学べることが魅力だと思います。

I Love Towada

奥入瀬渓流は、川の流れと苔の緑のコントラ
ストがとてもキレイなところで、写真を撮り
に行く学生も多いです。

My Favorite Campus

塩練元輝さん

歩さん

この島のサルは餌付けされておらず、人を
気にしません。

ついて、病原体だけでなく疫学・診断（臨床症状、病理所見、検査法

すか？ 皆さんには、感 染 症について正しく理 解していただけるよ
う、
イラストや写真を交えて丁寧に時間をかけて説明しています。
獣医学科を受験される高校生の皆さんには、大学生になったらさ
まざまな分野に興味を持ってほしいですね。そうすると、大学生活も
楽しくなるし、獣医師になってからも役立ちます。十和田キャンパス
で会える日を楽しみに待っています。

