
 

 

 

 

 

 

令和４年８月展示 

島根県農畜産課 

島根県立図書館 

 

獣医師って？ 

みなさんがイメージする獣医師は、犬や猫などのペットを診
み

る動物病院の獣医さんで

はないですか？ 

動物病院以外ではたらく獣医さんのことを知っていますか？ 

この展示では、動物病院以外の獣医師のしごとを紹介します。 

 

牛・豚・鶏など家畜のお医者さん！ 

家畜が病気になった時に治療する家畜診療所の獣医さん。 

家畜の健康を守ることで安全でおいしい牛乳や肉、卵が生産されています！ 

 

公務員にも獣医師がいる？ 

島根県には約 80 名の公務員獣医師が、 

・鳥インフルエンザや豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病を防ぐ仕事、 

・食肉の検査や人の食中毒、コロナウイルス感染症の対策を行う仕事、 

に従事しています。 

 

実は人の健康にもかかわっている！？ 

獣医師の仕事は、単にペットや家畜の健康を守るだけではありません。 

・ペットの健康を守ることで家族の心の健康をサポートし、 

・畜産物の安全性を検査することで間接的に、人の感染症対策を行う 

ことで直接的に私たちの体の健康をサポートし、 

安全・安心な暮らしを支えています。 
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獣医師になるには？ 

獣医学科（学部）がある全国 17 大学で 6 年間、獣医師になる勉強をし、獣医師国家

試験を受けて獣医師免許を取得する必要があります。 

島根県の近くでは、鳥取大学（鳥取市）、山口大学（山口市）、岡山理科大学（今治

市）に獣医学科（学部）があります。 

 

 

 

きいてみよう！やってみよう！ 

家畜の獣医師・公務員獣医師のしごと出前講座 

１ 日時 ： ８／１９（金）① １１：００～１２：００ 

                ② １３：３０～１４：３０ 

         定員 各８名 （事前申込必要） 

  ※ 定員に満たない場合は、当日参加も可能です 

２ 場所 ： 島根県立図書館 集会室（松江市内中原町５２） 

３ 内容 ： 獣医師の仕事体験 

          ・手術ってどうやるの？！ 

・検査って何をするの？！ など 

  ４ その他： 10:00～15:00 は、集会室の展示をご自由にご覧いただけま

す。（事前申込不要） 

 

獣医師のしごとパネル展 

１ 日時 ： ８／５（金）～８／３１（水）の図書館開館日 

２ 場所 ： 島根県立図書館 １階ホール 

 

 

 

 お申し込み・お問い合わせ  

島根県 農林水産部 農畜産課    廣江・濱村 

  TEL：0852-22-5137 

    Email：shimane-juishi@pref.shimane.lg.jp 

 

 

島根県 HP 
申込先（メール） 

「獣医師に関すること」 

mailto:shimane-juishi@pref.shimane.lg.jp


 

「知ってる？動物病院以外の獣医師のしごと」展示図書リスト 

 

請求記号 書名 著者名 出版者名 出版年 

子ども・ジュニア向け 

461 ｲ 19   命のものさし 今西 乃子／著 合同出版 2019.11 

480 ﾄﾞ 1 どうぶつ園のじゅうい １ 植田 美弥／監修 金の星社 2017.2 

480 ﾄﾞ 2 どうぶつ園のじゅうい ２ 植田 美弥／監修 金の星社 2017.3 

480 ﾄﾞ 3 どうぶつ園のじゅうい ３ 植田 美弥／監修 金の星社 2017.3 

645 ｶ 19   竜之介先生、走る! 片野 ゆか／作 ポプラ社 2019.4 

645 ｲ 09   犬たちをおくる日 今西 乃子／著 金の星社 2009.7 

649 ｷ 15   めざせ!動物のお医者さん 
きむら ゆういち

／作 
講談社 2015.1 

649 ﾀ 17   
珍獣ドクターのドタバタ診察日

記 
田向 健一／著 ポプラ社 2017.8 

P ｳ 13   いのちをいただく 坂本 義喜／原案 講談社 2013.12 

J366.2 ｵ 6 お仕事ナビ ６ 
お仕事ナビ編集室

／[編] 
理論社 2015.9 

J366.2 ｼ 10 
職場体験学習に行ってきまし

た。10 

全国中学校進路指導

連絡協議会／監修 

学研教育出

版 
2014.2 

J366.2 ｺ 11 
キャリア教育に活きる!仕事ファ

イル 11 

小峰書店編集部／

編著 
小峰書店 2018.4 

J480.7 ﾀ 13   動物園・水族館で働く人たち 高岡 昌江／著 ぺりかん社 2013.3 

J610 ｵ 14   牧場・農場で働く人たち 大浦 佳代／著 ぺりかん社 2014.12 

J649 ﾀ 16   生き物と向き合う仕事 田向 健一／著 筑摩書房 2016.2 

J649 ﾅ 19   獣医学を学ぶ君たちへ 中山 裕之／著 
東京大学出

版会 
2019.5 

J649.0 ｼﾞ 17   獣医師の一日 
WILLこども知育研

究所／編著 
保育社 2017.2 



JF ｳ 1 獣の奏者 １ 上橋 菜穂子／作 講談社 2006.11 

JF ｳ 2 獣の奏者 ２ 上橋 菜穂子／作 講談社 2006.11 

JF ｳ 3 獣の奏者 ３ 上橋 菜穂子／著 講談社 2009.8 

JF ｳ 4 獣の奏者 ４ 上橋 菜穂子／著 講談社 2009.8 

一般 

366.2 ﾅ 68 獣医師になるには 井上 こみち／著 ぺりかん社 2018.5 

375.1 ｸ 03   豚の Pちゃんと 32人の小学生 黒田 恭史／著 
ミネルヴァ

書房 
2003.6 

488 ｻ 09   野生動物のお医者さん 齊藤 慶輔／著 講談社 2009.12 

488.7 ｻ 14   野生の猛禽を診る 齊藤 慶輔／著 
北海道新聞

社 
2014.6 

493.1 ﾌ 96   空飛ぶ寄生虫 藤田 紘一郎／著 講談社 1996.1 

493.1 ﾌ 99   笑うカイチュウ 
藤田 紘一郎／

[著] 
講談社 1999.3 

645.6 ｶ 10   犬部! 片野 ゆか／著 ポプラ社 2010.4 

645.9 ﾅ 21   もしものためのペット専門医療 中村 泰治／著 
幻冬舎メディアコ

ンサルティング 
2021.1 

649 ﾆ 17   
それ!獣医学のスペシャリストに

聞いてみよう! 
日本獣医学会／編 学窓社 2017.9 

649 ｲ 19   
1年目を生き抜く動物病院サバ

イバルノート 

藤井 康一／総監

修 
学窓社 2019.4 

649 ﾄﾞ 19   動物たちの命と向き合う   
農政ジャーナ

リストの会 
2019.8 

649.4 ｱ 21   野生動物医学への挑戦 浅川 満彦／著 
東京大学出

版会 
2021.6 

649.8 ﾖ 12   獣医さん走る 吉川 泰弘／著 幸書房 2012.7 

649.8 ｲ 22   ある獣医師のひとりごと 稲田 聖子／著 文芸社 2022.1 

 


