
行事等

3 月 2 日：第 3回動物用ワクチン等の安定供給委員会に
境専務理事出席

3月 5日：第 2回獣医学実践教育推進協議会
3月 6日：動物感謝デー参加表明者企画発表会

：鶏病研究会理事会に境専務理事出席
3月 7日：獣医師賠償責任保険中央審議会

：ペット災害対策推進協会第 3回理事会に境専
務理事他出席

3月 8日：第 11 回獣医師生涯研修事業運営委員会
3月10日：日本私立獣医科大学協会理事会に北村顧問出

席
3月13日：獣医療提供体制整備推進総合対策事業会計検

査院実地調査に境専務理事出席
：薬剤耐性対策普及啓発促進事業に係る第 2回
推進委員会に境専務理事出席

3月14日：中央畜産会理事会に藏内会長出席

3月15日：業務運営幹部会
3月16日：Pマーク現地審査に酒井副会長出席
3月22日：アジア地域臨床獣医師等総合研修事業終講式

：第 2回獣医師国際交流推進検討委員会
：アジア地域臨床獣医師等総合研修事業評価委
員会

3月23日：水と緑の惑星保全機構理事会に北村顧問出席
3月26日：第 2回獣医療提供体制整備推進検討委員会に

藏内会長，酒井副会長，境専務理事，北村顧
問出席
：第 6回理事会

3月27日：第 2回災害時動物救援対策検討委員会
3月28日：第 4回認定動物看護師地位向上推進協議会に

酒井副会長，境専務理事出席
3月29日：第 19 回生乳の安全・安心の確保のための全

国協議会に酒井副会長出席
3月31日：インターペットに村中副会長，酒井副会長，

境専務理事，北村顧問出席

紹 介

◎新　刊

動物園を魅力的にする方法  
─展示デザインにおける 12のルール
動物園の計画やデザインにおける必要事項，誤った方
法，また，改善の手順等を筆者の豊富な経験に基づいて
提言．従来にない動物園関係者に必携の書であるととも
に，専門家ではない動物園ファンにも本書を読んで動物
園を訪れれば，建物やデザイン，設置物などがさらに楽
しめる指南書．
著　者：Wolfgang Salzer t

翻　訳：冨澤奏子
発　行：文永堂出版㈱
発売日：2018 年 3 月
定　価：5,400 円（本体 5,000 円＋税）　送料 470 円
体　裁：B5 判・オールカラー　136 頁
ISBN978-4-8300-0903-7
問合せ先：文永堂出版㈱

〒 113-0033　文京区本郷 2丁目 27-3
☎ 03-3814-3321

◎新製品

発泡錠剤型ニューカッスル病生ワクチン
「アビ VG/GA®ネオ剤」

従来のバイアル製剤であるアビ VG/GA®と同一のマ
スターシードウイルスを使用した国内初の発泡錠剤型の
鶏用の生ワクチン．錠剤は発泡しながら水に溶解し自然
に混和するので，より簡便に飲水投与，噴霧投与，点眼
点鼻投与が可能．発泡錠剤では，ワクチンの調製作業が
劇的に改善されるとともに，廃棄物と二酸化炭素排出
量を減らすことで地球環境にも配慮している．

発売日：2018 年 2 月
販売元：日本全薬工業㈱
製造販売業者：  ベーリンガーインゲルハイム  

アニマルヘルス ジャパン㈱
問合せ先：  ベーリンガーインゲルハイム  

アニマルヘルス ジャパン㈱
☎ 03-6417-2800 ㈹
FAX 03-5435-2950
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４　募集案内・申込書
5月1日（火）から福岡市職員募集ホームページで
ダウンロードできます．また，福岡市人事委員会事
務局任用課（福岡市役所5階），情報プラザ（同1階），
各区情報コーナー，各出張所，福岡市東京事務所，
県民情報センター（県庁1階）で配布します．

５　受験申込み
福岡市職員募集ホームページの「電子申請による
申込方法」から申し込んでください．
（電子申請ができない場合は，郵送での申込みも可能）

◎申込受付期間
電子申請：平成30年5月1日（火）～15日（火）
郵　　送：平成30年5月1日（火）～17日（木）

１　募集区分
獣医師　※ 採用予定人数は4月中旬に福岡市職員募集

ホームページでご確認いただくか，福岡市

人事委員会事務局へご連絡ください．

２　受験資格
昭和58年4月2日以降に生まれた人で，獣医師
の免許を有する人又は平成30年度に実施される
国家試験で取得見込みの人

３　選考等の日程
第1次選考日： 平成30年6月24日（日）

（福岡市内及び東京都内）

最終合格者発表：平成30年9月中旬

平成30年度　福岡市職員（獣医師）採用試験

福岡市職員募集ホームページ
http://www.city.fukuoka.
lg.jp/saiyou/

福岡市人事委員会事務局任用課
〒810-8620　福岡市中央区天神1-8-1
福岡市役所議会棟5階　☎092-711-4687

日本獣医師会では，獣医師生涯教育及び女性獣医師就業支援に関する事業を積極的に推進しておりますが，
その一環として，獣医師向けの情報提供サイト「Vetpeer（URL：https://vetpeer.info/）」を活用したインター
ネットによる e-ラーニング動画の配信を行っております．
現在，日本獣医師会ホームページの「トピックス」欄から，平成28年度 獣医学術学会年次大会（石川）に
おける講演動画として「インフルエンザを考える」，「女性獣医師の就業支援の取り組み」について配信してお
ります．是非，ご視聴ください．

日本獣医師会ホームページ「トピックス」から
講演動画配信のお知らせ

【視聴方法】
日本獣医師会ホームページの「トピックス」から「平成28年度　
獣医学術学会年次大会（石川）におけるシンポジウム，教育講演の
動画配信について」にお入り下さい．簡単な確認事項にご回答いた
だくことにより，無料で視聴いただくことができます（この講演動
画の配信は，4月上旬までを予定しております．）．



第 30 回日本動物児童文学賞の作品を下記により募集い
たします．
【名　称】
第 30 回日本動物児童文学賞

【目　的】
この事業は，動物の愛護及び管理に関する法律（昭和
48 年 10 月 1 日法律第 105 号，以下「動物愛護管理法」と
いう．）の目的及び基本原則等の趣旨に則り，次代を担う
子供達が正しい動物福祉・愛護の考え方を身に付けること
ができるよう，動物の福祉・愛護に関するより良い文学作
品を広く募集し，選考・審査の上，入賞作品を日本動物児
童文学賞として決定し表彰・公表するとともに特に優れた
作品を普及させることにより，児童の健全な育成と豊かな
人間性を涵養することを目的として実施する．
【募集期間】
平成 30 年 1 月 1 日㈪～4月 20 日㈮（当日消印有効）

【募集内容】
読者対象を満 6歳以上 12 歳までの学齢児童とし，動物

の虐待防止，動物の適正飼養，人と動物のふれあい，人と
動物との共生及び動物福祉・愛護等を扱ったもので未発表
の作品であること．（ただし，商業出版を目的としない同
人雑誌等への発表は差し支えない．）
【応募規定】
（1）原稿は，原則としてワープロ原稿とする．手書き原稿
も受け付けるが，その場合は，丁寧な字ではっきりと書
くこと．

（2）A4 判横向き 43 字×28 行を縦書きで使用すること．
総枚数 13 枚以上 20 枚以内とする．ただし，手書き原
稿の場合は，400 字詰原稿用紙を縦書きで使用し，総枚
数 40 枚以上 60 枚以下とする．

（3）最初の 1枚は応募用紙とし，①タイトル，②応募者の
氏名（フリガナ），③年齢，④性別，⑤職業，⑥郵便番号，
⑦住所，⑧電話／FAX番号，⑨ E-mailアドレス，⑩主
要登場動物，⑪原稿の総枚数，⑫本賞の作品募集を何で
知ったかを明記すること．本文は以降のページから開始
し，各頁にページ数を印字（明記）すること．

（4）原稿は本会にて複写するため，ホッチキス，とじ紐な
どで綴じないこと．

（5）応募者の個人情報の取扱いは以下のとおりとする．応
募者及び，応募者が未成年の場合その保護者は，内容を
確認し，同意したうえで応募すること．
①個人情報保護管理者
公益社団法人 日本獣医師会　事務局長
②利用目的
応募者の統計的分析，作品の審査，審査結果の連絡な

ど「第 30 回日本動物児童文学賞」に係る事務処理．
③個人情報の第三者提供
本人の個人情報を第三者に提供しない．
④個人情報の委託
「第 30 回日本動物児童文学賞」に係る事務処理業務を
遂行するために必要な範囲内で業者に委託する．
⑤個人情報に係る問合せ窓口
個人情報に係る問合せは下記【問合せ先】に示す連絡
先の個人情報保護担当者まで連絡できる．
なお，個人情報を本会へ提出することは任意だが，
必要事項を提出しない場合，適切な選考・審査ができ
ない場合がある．

【応募資格】
プロ・アマチュアを問わず，年齢 15 歳以上の者とする．
ただし，過去の本賞における大賞受賞者は対象外とする．
【賞】
日本動物児童文学大賞　1作品　　＝30 万円
日本動物児童文学優秀賞　2作品以内＝20 万円
日本動物児童文学奨励賞　5作品以内＝ 5 万円

【発　表】
平成 30 年 9 月下旬以降，応募者全員に通知する．

【主　催】
公益社団法人 日本獣医師会

【応募先】
〒 107-0062
東京都港区南青山 1-1-1　新青山ビル西館 23 階
公益社団法人 日本獣医師会

【問合せ先】
公益社団法人 日本獣医師会事務局
☎ 03-3475-1601
（応募作品の内容訂正，審査状況に関する問合せは不可）
【著作権・その他】
（1）入賞作品の著作権は著作者に帰属するものとする．た
だし，本事業に伴い実施する日本動物児童文学賞入賞作
品集への掲載及び本会ホームページへの掲載並びに本会
の事業において特に必要な場合には，本会はこの作品を
いつでも無償で利用できることとする．

（2）著作者が入賞作品を出版等する場合には，日本獣医師
会日本動物児童文学賞入賞作品である旨を明記すること
とする．

（3）応募作品は返却しない．
（4）「日本動物児童文学賞入賞作品集」は切手300円分（送
料）を同封の上，本会事務局まで申し込めば希望者に送
付する（在庫数に限りがある）．

募 集

第 30 回日本動物児童文学賞作品募集について
～人と動物との共存（共生）等を扱った作品の募集～



学会では，獣医師専門職をはじめ，獣医学系大学の学生，獣医学関係分野の研究者等が学術研究の
発表をされる場として，学会学術誌への投稿原稿を広く募集しています．
日本獣医師会が毎年度開催する獣医学術学会年次大会で一般口演された研究発表等も，是非ともご
投稿いただき，誌面での発表をお願いします．
なお，投稿を希望される方は，新たに一部改正された「日本獣医師会学会学術誌投稿規程（第 70 巻 12
号 821 頁）」及び投稿原稿の審査や編集が円滑に行われることを目的に策定された「日本獣医師会学
会学術誌投稿の手引き（第 71 巻 3 号 158 頁）」を熟読の上，原稿を作成，投稿されるようお願いします．

日本獣医師会学会学術誌投稿原稿の募集について
日本獣医師会学会においては，構成獣医師をはじめ多くの獣医療関係者からの学
会学術誌掲載の研究論文を随時募集しておりますので，奮ってご投稿願います．




