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JVM
■表紙作品 　村田浩一  （日本大学生物資源科学部教授/よこはま動物園ズーラシア園長）

　 　 　 　

No.1
シロフクロウ

（Bubo scandiacus）

No.2
ユーラシアカワウソ

（Lutra lutra）

No.3
インドゾウ

（Elephas maximus indicus）

No.4
チーター

（Acinonyx jubatus）

No.5
マレーバク

（Tapirus indicus）

No.6
オセロット

（Leopardus pardalis）

No.7
フンボルトペンギン

（Spheniscus humboldti）

No.8
ボルネオオランウータン
（Pongo pygmaeus）

No.9
チーター

（Acinonyx jubatus）

No.10
ニホンツキノワグマ

（Ursus thibetanus japonicus）

No.11
アカアシドゥクラングール
（Pygathrix nemaeus）

No.12
オウギバト

（Goura victoria）
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§特　集

No.1　獣医学領域における馬学教育を考える
緒言　局　博一　1/5-8
馬学教育の現況と課題　三角一浩　1/9-13
馬臨床の内科学教育に必要な知識と技術　帆保誠二　1/15-20
教育学的観点からみた馬の消化器疾患　佐々木直樹　1/21-27
獣医学教育改革における馬臨床教育に関する模索　南保泰雄　1/29-34

No.2　犬と猫の高齢化に対する獣医療のあり方
緒言　須田沖夫　2/85-90
犬の「老年医学」を考える　井上　舞　2/91-98
欧米における高齢動物との向き合い方　山﨑恵子　2/99-102
高齢動物の福祉　山口千津子　2/103-104
安楽死の捉え方　弓削田直子　2/107-112

No.3　多剤耐性菌の制御に向けた研究の新展開
緒言　秋庭正人　3/165-166
薬剤耐性菌ゲノムデータベースの構築と活用に関する話題　鈴木里和　3/167-172
わが国の豚群における新規多剤耐性病原性大腸菌系統の出現　楠本正博　3/173-178
環境に依存した大腸菌のホスホマイシン抗菌活性変動メカニズム　平川秀忠　3/179-184
新規抗菌薬開発の現状と課題　石井良和　3/185-190
カイコの感染モデルを用いた新規抗生物質「ライソシン E」の発見　関水和久，浜本　洋　3/191-198

No.4　人と動物の共通感染症最前線 14
緒言　林谷秀樹　4/245
ビブリオ・バルニフィカス感染症― 基礎：本菌の特徴・疫学・検査・対策 ―　永沢善三，松本浩一，大石浩隆　4/246-250
ビブリオ・バルニフィカス感染症の臨床病態　石井邦英，吉田　博，鳥村拓司　4/251-256
アカゲザル（Macaca mulatta）の致死的 Streptococcus equi subspecies zooepidemicus 感染症の１例　野中澪里，山上達彦，加藤行男，宇根

有美　4/257-258
福島県二本松市周辺に生息する野生げっ歯類からの Yersinia 属菌の分離　NGUYEN Khanh Thuan，柳川春香，TRAN Thi Hong To，林谷秀樹

　4/259-260
動物病院に来院した犬と猫に認められた人と動物の共通感染症― 2015 年～ 2016 年の調査成績 ― 　中村有加里，深瀬　徹　4/261-262
徳島県産ジビエの食中毒原因病原体保有状況　井上圭子，佐藤　豪，飛梅三喜，赤松　茂　4/263-265
輸入ムジボウシインコ（Amazona farinosa）におけるオウム病の流行　鹿野耀子，眞田靖幸，宇根有美　4/266-267
2016 年 8 月にダニ媒介性脳炎と診断された国内で 2 例目となる症例に関する報告　好井健太朗　4/268-269
西表島におけるオオコウモリの特異な生態　本道栄一，Yupadee HENGJAN，日名耕司，古本　良　4/270-271
インドネシア共和国西ジャワ州におけるジャワオオコウモリの行動－人間社会間での行動の差異－　Yupadee HENGJAN，Didik PRAMONO，

竹前　等，小林良祐，飯田敬介，安藤　毅，SUPRATIKNO，Chaerul BASRI，Yuli Sulistya FITRIANA，Eko M.Z. ARIFIN，前田　健，Srihadi 
AGUNGPRIYONO，本道栄一　4/272-273

No.5　NSAIDs
特集『NSAIDs』の企画にあたって　深瀬　徹　5/326
NSAIDs の薬物学と薬理学　深瀬　徹，中村有加里　5/327-332
動物用医薬品としての NSAID 製剤　中村有加里，深瀬　徹　5/333-338
犬と猫の整形外科診療における NSAIDs の処方　渡邊亮太，藤田幸弘　5/339-346
ウサギの臨床における NSAIDs 使用の実際　内藤晴道　5/347-352
新しい NSAID 製剤　メロキシリン チュアブル  －メロキシカムのチュアブル製剤の開発－　土屋和也　5/355-358
新しい NSAIDs 製剤　トロコキシル チュアブル  －服薬アドヒアランス向上を実現する長期持続型 NSAIDs 製剤－　村瀬正典　5/359-362

No.6　地球温暖化と節足動物媒介性感染症を考える
緒言　尾崎弘一　6/406
地球温暖化の影響と適応　原澤英夫　6/407-412
気温上昇がヒトスジシマカの分布に与える影響　駒形　修　6/413-417
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蚊媒介性ウイルス感染症　現状と対策　髙崎智彦　6/418-422
我が国におけるヌカカ媒介性アルボウイルス感染症の発生状況　梁瀬　徹　6/423-428
日本におけるダニ媒介性脳炎の現状と課題　好井健太朗　6/429-432

No.9　牛の疾患－最近のトピックス
緒言　猪熊　壽　9/645
ホルスタイン種のコレステロール代謝異常症　猪熊　壽　9/646-650
黒毛和種で発生したウシのバーター症候群１型　長谷川清寿　9/651-656
日本における牛細菌性血色素尿症の発生－初発例から現在まで－　髙木光博，大和　修　9/657-665
若齢牛の地方病性牛白血病　竹嶋伸之輔　9/666-670

No.10　小動物を対象とする獣医療におけるコンプライアンス
特集『小動物を対象とする獣医療におけるコンプライアンス』の企画にあたって　深瀬　徹　10/725
小動物を対象とする獣医療に従事する獣医師が知っておきたい法令　深瀬　徹　10/726-732
動物病院におけるコンプライアンス　森島隆司　10/733-737
みどり動物病院に聞く  動物病院におけるコンプライアンス   森島隆司，小出祐揮，安部優子　　聞き手　深瀬　徹　10/738-743
動物病院における医薬品の処方と販売　－診察せずして処方なし，販売業の許可を受けずして販売なし－　中村有加里，深瀬　徹　10/746-

748
動物用医薬品の製造販売企業におけるコンプライアンス　片倉伸一　10/749-751

No.11　医学からみたズーノーシス
緒言　兼島　孝　11/805
皮膚糸状菌症　髙橋一朗　11/807-810
パスツレラ症　生方　智，高橋　洋　11/811-816
トキソプラズマ症　小島俊行，吉田良一，吉田智子　11/817-823
オウム病　岸本壽男，為房園美，松岡保博，谷川徳行，木田浩司，濱野雅子　11/824-830
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）　岸本壽男，為房園美，松岡保博，谷川徳行，木田浩司，濱野雅子　11/831-835
　Vet コメント　兼島　孝（810，816，823，830，835）

No.12　牛白血病ウイルス（BLV）に対する理研の挑戦
緒言　間　陽子　12/885
BLV の分子生物学とその応用　大附寛幸，間　陽子，竹嶋伸之輔，松浦遼介　12/887-893
BLV の診断法の開発　Lanlan BAI，佐藤洋隆，綿貫園子，竹嶋伸之輔，間　陽子　12/894-900
BLV 抵抗性・感受性の診断技術と新しい牛白血病制圧戦略　間　陽子，竹嶋伸之輔，陸拾七　12/901-908
BLV のワクチン開発　竹嶋伸之輔，大附寛幸，Lanlan BAI，間　陽子　12/909-916

§特別講座
ウサギ専門店さんが獣医師に聞きたい本当のところ　清水邦一，清水宏子　7/485-494

■第 13 回日本獣医内科学アカデミー学術大会「研究発表」JVM 賞　受賞研究
　犬における DNA メチル化のゲノムワイド解析法の樹立　久本真也，山崎淳平，稲葉　睦　7/504-506
　犬の組織球性肉腫において高頻度に認められた TP53 遺伝子の 2 塩基挿入変異　浅田　創，坪井誠也，内田和幸，富安博隆，大参亜紀，

金本英之，後藤－越野裕子，大野耕一，辻本　元　7/508-509

肝胆疾患に対する治療薬　From JCVIM2017 「肝胆疾患の治療薬総ざらい」　大野耕一　8/565-574
猫の医学の変遷と将来　石田卓夫　8/575-581
チューブフィーディング設置テクニックと臨床例への応用（前篇）　鳥巣至道　8/583-590
チューブフィーディング設置テクニックと臨床例への応用  （後篇）　鳥巣至道　9/671-674

§原　著
食肉衛生検査所における豚の悪性黒色腫に関する遡及的調査　竹川奈穂，重松幸典，髙砂拓志，菊池正美　2/122-124
と畜検査で検出された牛の褐色細胞腫 4 例の病理学的検索　重松幸典，太島勇気，中川友理，鹿嶋　傳，松永雅子，久島昌平　3/203-207
と畜場における腸管出血性大腸菌 O157 高濃度排泄牛と牛群の汚染状況　市川祐輝，工藤　剛，山口友美，畠山　敬，建入茂樹，加藤　潤，

後藤郁男　4/274-278
ブロイラーにおける水溶性ケイ素投与による肉質改善および糞尿臭低下の作用　山本純平，杉田和俊，銘苅　愛，小林久人，良永裕子，高木
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敬彦，白井明志，浅井史敏　4/279-282
イベルメクチンおよびピランテルパモ酸塩を有効成分とするチュアブル製剤 ‘カルドメックチュアブル P’ に対する犬の嗜好性　深瀬　徹，

中村有加里　6/433-437
牛および豚の消化器におけるカンピロバクター分布　佐々木貴正，関口秀人，永井英貴　6/445-450
猫のリンパ腫 85 例の発生傾向と予後　柑本敦子，伊東輝夫，串間清隆，チェンバーズ ジェームズ，内田和幸，椎　宏樹　8/593-598
イベルメクチンおよびピランテルパモ酸塩を有効成分とするチュアブル製剤の後発動物用医薬品 ‘イベルメック PI’ に対する犬の嗜好性とそ

の偽薬製剤の有用性　中村有加里，深瀬　徹　10/753-762
牛白血病ウイルス（BLV）の感染伝播リスクの分析　小林千恵，神田　章，山本　修，中川巳津英　11/837-843
犬にみられたクリシギゾウムシ（Curculio sikkimensis）の幼虫による偽寄生虫症の発生要因　佐藤良彦，尾針由真，板垣　匡　11/851-855

§短　報
熊本県内で処理された食鳥から分離したサルモネラの血清型と飼養方法の関連性　野尻彩歌，郷　博臣，内山由香，永井幸子，平島佑希乃，

稲生祐輔，松本辰哉　4/287-288
秋田県北部家畜保健衛生所管内めん羊飼養農場における消化管内寄生虫症対策　李　英輝　5/364-369
マウスの発育・発達と疾走トレーニング開始時期を模索する　夏野義啓，夏野多永　7/495-498
馬のと体の黄変による黄疸判定の検討　中嶋聡子，戸田紘平，松本一俊，東　竜生，今村安孝　12/927-929

§症例報告
黄体遺残を認めた犬の腟過形成の 1 例　佐藤良彦　1/35-39
重複脊髄症により後躯麻痺を呈したホルスタイン種子牛の 1 症例　安樂みずき，入江　遥，下タ村圭一，小山憲司，渡邉謙一，堀内雅之，

古林与志安，山田一孝，猪熊　壽　6/441-444
ウサギの子宮に併発した腺扁平上皮癌と腺癌の 1 例　佐藤良彦　7/499-503
リンパ球クローン性解析の解釈に苦慮した蛋白漏出性腎症と蛋白漏出性腸症を併発した犬の 1 例　毛利　崇　7/511-515
乗用馬の非開放性中足趾節関節亜脱臼の 1 症例　占部眞子，乾　智博，今村　唯，伊藤めぐみ，柳川将志，南保泰雄，佐々木直樹　8/605-

608
定型的な症状と検査所見が認められなかったイヌパルボウイルス感染症例 －早期診断と早期治療の重要性の再認識－　中村有加里，青木恵

美子，矢口和彦，国分輝秋，相馬武久，深瀬　徹　8/609-613
豚サーコウイルス 2 型および豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスの混合感染豚で認められた全身性出血を主徴とする豚サルモネラ症の 1 例　

太島勇気，重松幸典，鹿嶋　傳，鈴木理紗，松永雅子，久島昌平　9/675-680
緩和的切除および術後放射線治療を行った口腔内悪性黒色腫の犬の 1 症例　田川道人，倉島千尋，山本悠平，新坊弦也，柳川将志，小山憲司，

堀内雅之，古林与志安，宮原和郎　10/763-767
平成 27 年に千葉県で発生したヨーロッパ腐蛆病およびアメリカ腐蛆病　岡本みさき，佐藤隆裕，松本敦子　10/770-774

§事例報告
家畜保健衛生所における獣医学生の研修受入体制の整備拡充　鈴木　博　1/41-46
本州初となる大規模肉用牛肥育農家の農場 HACCP 認証取得とその効果　渡辺直人，富田文博，森川武司　1/47-50
牛白血病対策のため考案したアブ防除ジャケットの実用化試験　菅原　健，田中慎一　2/117-121
ホルスタイン種子牛における喉頭膿瘍の１症例　森川真子，大島徹治，入江　遥，岡松弘之，堀内雅之，古林与志安，猪熊　壽　3/199-201
宮崎県西地域におけるオーエスキー病清浄化に向けた取り組み　渡山恵子，丸本信之　4/283-286
一般社団法人日本小動物獣医師会における身体障がい者補助犬の支援活動　小原公成，栩野康司，稲庭瑞穂，村井厚士，山本精治　6/438-

439
牛の移動に伴うフルオロキノロン耐性カンピロバクターの伝播の可能性　佐々木貴正，関口秀人，小佐々隆志，永井英貴　8/601-604
第 14 回全日本ホルスタイン共進会北海道大会における防疫対応　風間知里，安倍秀美，中田剛司　11/847-850
Moraxella bovoculi による牛伝染性角結膜炎の発生および保菌調査　石原径佳，中井悠華　12/919-922
豚解体処理工程における衛生管理体制向上への取り組み　立花正敬，菅野　拓，河野かほり，長井　綾，玉田健祐，岡本美奈子　12/923-

925

§テクニカルノート
アドヒアランスの向上をめざす点眼剤と眼軟膏剤の服薬指導文書　中村有加里，鈴木方子，深瀬　徹　2/113-116

§講　座
鶏のアミロイド症の病理　中村菊保　7/523-528
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§文献紹介（書評）

絵でわかる寄生虫の世界　浅川満彦　1/52
ネコがこんなにかわいくなった理由　浅川満彦　1/52-53
獣医臨床のための免疫学　奥田　優　1/53
犬と猫の耳の医学　池本卯典　2/133
Small Animal Dermatology, 4E 　岩﨑利郎　2/133
Tumors in Domestic Animals, 5E　内田和幸　3/219
Veterinary Medicine, 11E　猪熊　壽　4/293
Textbook of Veterinary Internal Medicine Expert Consult, 8E　大野耕一　4/293
Necropsy Guide for Dogs, Cats, and Small Mammals　内田和幸　4/315
Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, 4E　内田和幸　4/315
犬を科学する　押田敏雄　6/459
獣医学の狩人たち，20 世紀の獣医偉人列伝　佐々木伸雄　7/539
動物用ワクチンとバイオ医薬品　－新たな潮流－　明石博臣　10/752
カエルはお腹で水を飲む？ －カエルの皮膚－その意外な役割　浅川満彦　10/752

§資　料
ネパールにおける小林好作記念財団創設記念式典と財団の概要　中尾敏彦　2/143-144
第 8 回東アジア獣医系大学ジョイントシンポジウム開催　木村順平，柳井徳磨　5/389-391
麻布獣医畜産専門学校と慶應義塾獣医畜産専門学校に関する既報の補足資料　塩谷順彦　9/681-684
麻布獣医畜産学校に関する一次資料の紹介　塩谷順彦　11/844-845

§論　壇
飼い主への説明におけるわかりやすさとは　－２つの問題点とキーワードの重要性－　宮崎良雄　2/125-126
飼い主への説明をわかりやすくするために  －資料を使って説明するときの注意点－　宮崎良雄　5/384-385
飼い主が知っている獣医療用語のめやす　宮崎良雄　8/591-592
飼い主への説明を手短にまとめる　宮崎良雄　9/685-686
飼い主に専門的な内容を説明したいときの注意点　宮崎良雄　12/938-939

§連　載
小動物の画像診断

（136）横隔膜領域に認められた塊状陰影①　菅原優子，茅沼秀樹　1/54-55
（137）横隔膜領域に認められた塊状陰影①　菅原優子，茅沼秀樹　2/54-55
（138）横隔膜領域に認められた塊状陰影③　菅原優子，茅沼秀樹　3/214-216
（139）犬の小腸腫瘍　茅沼秀樹　4/294-295
（140）犬のブラ　茅沼秀樹　5/374-376
（141）犬の膣腫瘍　芹澤昇吾，茅沼秀樹　6/463-464
（142）脊椎脱臼　西村匡史，茅沼秀樹　7/516-518
（143）気管虚脱　外山康二，茅沼秀樹　8/626-628
（144）アモルファス型の骨膜反応を認めた猫の口腔内腫瘤 　山本静孝，茅沼秀樹　9/712-713
（145）小型犬の橈尺骨癒合遅延　山田薫子，茅沼秀樹　10/782-784
（146）犬のポリープ様膀胱炎　軽部涼介，茅沼秀樹　11/858-859
（147）犬の気管狭窄　種山佳那，茅沼秀樹　12/948-950

症例シリーズ　What Is Your Treatment ?
（62）野内正太，加藤　元　7/529-535
（63）滝沢　玲，野内正太，橋本健一，齋藤美佳，国光あずさ，加藤　元　9/693-699 

繁殖用超音波機器で始める牛の消化管疾患の超音波画像診断　水谷　尚
（5）［基礎篇 5］腸管の描出法 1　概要と十二指腸の描出法　1/56-59
（6）［基礎篇 6］腸管の描出法 2　2/129-132
（7）［基礎篇 7］腸管の描出法 3  大腸　3/208-213
（8）［基礎篇 8］肝臓の描出法 1　全体像　4/296-299
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（9）［基礎篇 9］肝臓の描出法 2　肝臓の血管と胆管　5/370-373
（10）［基礎篇 10］エコー検査におけるアーチファクト 1　6/465-468
（11）［基礎篇 11］エコー検査におけるアーチファクト 2　7/519-522
（12）［基礎篇 12］肺のエコー検査にチャレンジしよう！　その１　肺エコーの実際と準備　8/614-618
（13）［基礎篇 13］肺のエコー検査にチャレンジしよう！　その 2　肺の基本画像　9/687-691
（14）［基礎篇 14］肺のエコー検査にチャレンジしよう！　その 3　疾病を示唆する基本的な所見と診断の進め方　10/775-778
（15）［基礎篇 15］子牛の消化器を見よう  その 1 検査の準備と基礎知識　11/868-872
（16）［基礎篇 16］　子牛の消化器を見よう  その 2　第一胃と第二胃の描出　12/931-935

JVM あんなペット・こんなペット　深瀬　徹
（205）鶏の話　1/66-67
（206）アサヒガニ　12/936-937

薬話　深瀬　徹
（28）後発医薬品 前篇　2/127-128
（29）後発医薬品 後篇　3/217-218
（30）狂犬病ワクチン　4/289-292
（31）猫の慢性腎臓病治療薬ラプロス 前篇　6/451-453
（32）猫の慢性腎臓病治療薬ラプロス 後篇　7/536-538
（33）フィプロニル　8/619-621
（34）猫のマダニ駆除薬　9/706-708
（35）シャンプー製剤　11/856-857

世界の動物薬市場の動向　秦　敦朗
（168）2016 年 7 月に発売または開発された動物用製品　1/62-63
（169）2016 年 8 月に発売または開発された動物用製品　2/138-139
（170）2016 年 9 月に発売または開発された動物用製品　3/222-223
（171）2016 年 10 月に発売または開発された動物用製品　4/302-303
（172）2016 年 11 月に発売または開発された動物用製品　5/380-381
（173）2016 年 12 月に発売または開発された動物用製品　6/454-455
（174）2017 年 1 月に発売または開発された動物用製品　7/542-543
（175）2017 年 2 月に発売または開発された動物用製品　8/624-625
（176）2017 年 3 月に発売または開発された動物用製品　9/702-703
（177）2017 年 4 月に発売または開発された動物用製品　10/796-797
（178）2017 年 5 月に発売または開発された動物用製品　11/862-863
（179）2017 年 6 月に発売または開発された動物用製品　12/942-943

新小動物・細胞診シリーズ　石田卓夫
（199）この腹水は FIP か ?　1/60-61
（200）この病変は皮膚型リンパ腫か ?　2/136-137
（201）このリンパ腫はどこかおかしい　3/220-221
（202）乳腺癌の転移病変　4/300-301
（203）犬の成熟リンパ球増加症　5/378-379
（204）犬の胸水　6/460-461
（205）犬の下顎部腫瘤　7/540-541
（206）犬の口唇腫脹　8/622-623
（207）猫の皮膚腫瘤　9/700-701
（208）犬の脾臓内結節　10/780-781
（209）若い猫のリンパ節腫大　11/860-861
（210）犬の乳腺部腫脹　12/940-941

いきもの散歩道－動物行動学からみた生物の世界－　菊水健史
（162）社会と内分泌　1/64-65
（163）集団と個性の関係　2/140-141
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（164）殺しのスイッチ　3/224-225
（165）社会の成り立ち　4/304-305
（166）お前が痒いから，おれも痒い。あー痒い　5/386-387
（167）新たな共同体の概念は可能？それともヒトは内向き志向で生きるしかない？　6/456-458
（168）経済の進化論　7/544-545
（169）狩り，という人と犬のつながり　8/599-600
（170）人工知能の行動学　9/704-705
（171）学会，渡り歩き　10/786-788
（172）社会は平等であるのか　11/864-865
（173）人工知能と行動学　その 2　12/944-945

病理学的変化を読み解く　内田和幸
各論（10）神経系の炎症②　産業動物のウイルス感染による脳脊髄炎　2/146-147
各論（11）神経系の炎症③　小動物のウイルス感染による脳脊髄炎　3/226-227
各論（12）神経系の炎症④　4/306-307
各論（13）神経系の炎症⑤　5/382-383
各論（14）人と犬の消化管間質腫瘍　6/470-471
各論トピックス（1）外耳と中耳の病変　7/546-547
各論トピックス（2）消化管リンパ腫の分類 1　8/630-631
各論トピックス（3）消化管リンパ腫の分類 2 B 細胞性腫瘍　9/710-711
各論トピックス（4）消化管リンパ腫の分類 3 T/NK 細胞性腫瘍①　10/768-769
各論トピックス（5）消化管リンパ腫の分類 4 T/NK 細胞性腫瘍②　11/866-867
各論トピックス（6）消化管リンパ腫の分類 5 T/NK 細胞性腫瘍③　12/946-947

Easy English for Vets
（283）　1/68
（284）　2/145
（285）　3/228
（286）　4/317
（287）　5/388
（288）　6/469
（289）　7/548
（290）　8/632
（291）　9/709
（292）　10/785
（293）　11/846
（294）　12/930

蔵六庵主人の古物稀物拾遺　蔵六庵主人
（10）冬虫夏草 オオセミタケ　1/78
（11）ガラス製の蝿取り器（蝿取り瓶）　2/158
（12）絵葉書『バイエル医美術シリーズ』　3/238
（13）獸疫調査所技術者集談會 編『家畜傳染病診斷學』　4/318
（14）　帯廣高等獸醫學校報國團々誌班 『學内消息』 創刊號と第二號　5/399
（15）ヒゲタ醤油の招き猫　6/479
（16）リクガメの化石　7/558
（17）豚肉の部位の模型　8/638
（18）参天製薬株式会社の動物病院向けプレミアム　9/719
（19）砂本悦次郎 著『象』　10/798
（20）石川県農学校の生徒の獣医学関連科目のノート　11/878
（21）東海銀行の招き猫　12/958

人と家畜のエピソード　池谷和信
Episode 58　鶏と人とのかかわり　1/795
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Episode 59　ボツワナの牛と人　2/159
Episode 60　生き物からつくられるビーズ　3/239
Episode 61　人の歯でつくるビーズ　4/319
Episode 62　アフリカの野生動物をつくる　5/325
Episode 63　アフリカにおけるキリンと人びと　6/405
Episode 64　イスラーム文化圏のなかでの豚肉屋　7/559
Episode 65　ゲムスボックと人　8/639
Episode 66　消えつつある世界の牛車　9/692
Episode 67　拡大する牛の放牧－ニカラグアのフィールドから－　10/799
Episode 68　ニカラグアのウミガメと人　11/879
Episode 69　中国の都市の食肉市場　12/959

こよみ（カレンダー）　深瀬　徹
1 月生まれの小説家と漫画家「三島由紀夫，石ノ森章太郎」　1/4
2 月生まれの小説家と漫画家「志賀直哉，田河水泡」　2/84
3 月生まれの小説家と漫画家「遠藤周作，水木しげる」　3/164
4 月生まれの小説家と漫画家「戸川幸夫，臼井儀人」　4/244
5 月生まれの小説家と漫画家「北　杜夫，萩尾望都」　5/324
6 月生まれの小説家と漫画家「山本周五郎，横山光輝」　6/404
7 月生まれの小説家と漫画家「ナンシー関，永島慎二」　7/484
8 月生まれの小説家と漫画家「吉川英治，谷口ジロー」　8/564
9 月生まれの小説家と漫画家「星野道夫，赤塚不二夫」　9/644
10 月生まれの小説家と漫画家「野村胡堂，蛭子能収」　10/724
11 月生まれの小説家と漫画家「寺田寅彦，手塚治虫」　11/804
12 月生まれの小説家と漫画家「小林多喜二，藤子・F・不二雄」　12/884

くにかず & ひろこの ほっとひといき　フォトポエム
　清水邦一，清水宏子　写真・光川十洋
1 月のフォトポエム「裏技」　1/ 表 3
2 月のフォトポエム「描いたり」　2/ 表 3
3 月のフォトポエム「小さな石」　3/ 表 3
4 月のフォトポエム「おもいで」　4/ 表 3
5 月のフォトポエム「過去は続く」　 5/ 表 3
6 月のフォトポエム「目的地へ」　6/ 表 3
7 月のフォトポエム「盛り付け」　7/ 表 3
8 月のフォトポエム「清談」 　8/ 表 3
9 月のフォトポエム「心を動かす」　 9/ 表 3
10 月のフォトポエム「ことばの奥にあるもの」　10/ 表 3
11 月のフォトポエム「遺す」　11/ 表 3
12 月のフォトポエム「選択と削除」　12/ 表 3

§その他
訃報　正田陽一先生逝去　3/234
訃報　稲葉右二先生逝去　3/234
訃報　小里貞利氏逝去　3/234


