
資料名 　著者名 　出版者 請求記号

1 犬の伊勢参り 　 　仁科 邦男∥著 　平凡社

2 柴犬まるのワン若心経 　 　加藤 朝胤∥監修 　リベラル社

3 犬と鷹の江戸時代 　 　根崎 光男∥著 　吉川弘文館

4 徳川綱吉 　 　福田 千鶴∥著 　山川出版社

5 犬将軍 　 　柏書房

6 柴犬警察犬二葉 　 　久戸瀬 邦子∥監修 　辰巳出版

7 　 　大塚 敦子∥著 　岩波書店

8 介助犬を育てる少女たち 　 　大塚 敦子∥著 　講談社

9 しばわんこ和のお道具箱 　 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社

10 しばわんこの和のこころ 　 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社

11 しばわんこの今日は佳き日 　 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社

12 しばわんこの和のこころ 2 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社

13 しばわんこの和のこころ 3 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社

14 　 　加藤 迪男∥編 　日本地域社会研究所

15 　 　加藤 迪男∥編 　日本地域社会研究所

16 犬・猫の気持ちで住まいの工夫 　 　金巻 とも子∥著 　彰国社

17 犬・猫の気持ちで住まいの工夫 　金巻 とも子∥著 　彰国社

18 わんダフル・ウエア 　 　了戒 加寿子∥著 　日本ヴォーグ社

19 　 　 　アップルミンツ

20 　アップルミンツ

21 イヌのための毎日ニット 　 　俵森 朋子∥著 　文化学園文化出版局

22 　 　ほし みつき∥著 　文化学園文化出版局

23 編み犬の毎日 2 　ほし みつき∥著 　文化出版局

24 モンキードッグ 　 　吉田 洋∥著 　農山漁村文化協会

25 しばわんこの四季の庭 　 　川浦 良枝∥絵と文 　白泉社

26 愛犬のための脳トレゲーム 　 　クレア　アロースミス∥著 　緑書房

27 犬の気持ち、通訳します。 　 　アネラ∥著 　東邦出版

28 愛犬のなみだ 　 　リンダパブリッシャーズ編集部∥著 　泰文堂

29 富士丸おでかけ日和 　 　穴澤 賢∥著

30 愛犬の看取りマニュアル 　 　南 直秀∥監修 　秀和システム

31 またね、富士丸。 　 　穴澤 賢∥著 　世界文化社

32 富士丸と。 　 　穴澤 賢∥著

33 富士丸のモフモフ健康相談室 　 　穴澤 賢∥著 　実業之日本社

34 富士丸な日々 　 　穴澤 賢∥著 　小学館

35 全国の犬像をめぐる 　 　青柳 健二∥著 　青弓社

36 ブイヨンの気持ち。 　 　糸井 重里∥著 　東京糸井重里事務所

37 ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには 　 　井上 こみち∥著 　ぺりかん社

平成29年12月～平成30年1月　一般展示コーナー

「あなたはどっち派!?　犬の本・猫の本～犬本リスト～」

175.8/ﾆ

Y/183.2/ｼ

210.5/ﾈ

289.1/ﾄ

　ベアトリス　M.ボダルト=ベイリー∥著 289.1/ﾄ

317.7/ｼ

<刑務所>で盲導犬を育てる Y/326.5/ｵ

Y/327.9/ｵ

383.9/ｶ

386.1/ｶ

386.1/ｶ

386.1/ｶ/2

386.1/ｶ/3

十二支(えと)のことわざ事典 480.4/ｴ

十二支(えと)の動物たちの生き方事典 480.4/ｴ

527/ｶ
増補
改訂版 527/ｶ

594/ﾘ

いぬだらけ刺しゅう380 594.2/ｲ
カンタン！かぎ針編み
お掃除はおまかせ！お手伝い
ワンちゃんのエコたわし100

594.3/ｶ

594.3/ﾋ
ちいさな犬に編みたい
あったかセーターと小物 594.3/ﾎ

594.3/ﾎ/2

615.8/ﾖ

620/ｶ

645.6/ｱ

645.6/ｱ

645.6/ｱ

　日経BP社 645.6/ｱ

645.6/ｱ

645.6/ｱ

　日経BP社 645.6/ｱ

645.6/ｱ

645.6/ｱ

645.6/ｱ

645.6/ｲ

645.6/ｲ



資料名 　著者名 　出版者 請求記号

38 犬の病気がわかる本 　 　枻出版社

39 犬とできるスポーツ 　 　 　スタジオ・エス

40 犬 　 　中央公論新社

41 犬と私の感動物語 　 　日本動物愛護協会∥編 　イースト・プレス

42 イラストでみる犬の応急手当 　 　安川 明男∥編集 　講談社

43 ペットと仲良く快適に暮らすルール 　 　稲見 忠行∥著 　盛岡タイムス社

44 いぬ 　 　岩合 光昭∥著 　クレヴィス

45 ニッポンの犬 　 　岩合 光昭∥写真 　平凡社

46 　 　今西 乃子∥著 　青春出版社

47 　 　イデア　ビレッジ∥著 　メイツ出版

48 犬は東に日は西に 　 　中野 孝次∥著 　清流出版

49 GOOD DOG BOOK 　 　石黒 由紀子∥著 　文藝春秋

50 犬の、ちょっといい話 　 　柏艪舎編集部∥編集 　柏艪舎

51 犬の健康ダイエット 　 　石野 孝∥監修 　エンターブレイン

52 カムバック、コモ 　 　スティーヴン　ウィン∥著 　文藝春秋

53 もか吉、ボランティア犬になる。 　 　江川 紹子∥著 　集英社インターナショナル

54 もっと声を聞かせてよ 　 　小野 慎二郎∥著

55 のこされた動物たち 　 　太田 康介∥著 　飛鳥新社

56 　 　太田 潤∥著 　大泉書店

57 犬と話そう 　 　デイヴィッド　オルダートン∥著 　ペットライフ社

58 面白いほどよくわかるイヌの気持ち 　 　藤井 聡∥監修 　日本文芸社

59 犬の話も聞いてくれ 　 　大宮 巨摩男∥著 　ペットライフ社

60 　 　片野 ゆか∥著 　新潮社

61 犬に埋もれて 　 　久世 光彦∥著 　小学館

62 最新くわしい犬の病気大図典 　 　小方 宗次∥編 　誠文堂新光社

63 幸せ老犬生活 　 　全国ペットシッター協会∥監修 　主婦の友社

64 シニアドッグ 　 　ハイケ　シュミット‐レーガー∥著 　ペットライフ社

65 俊介ころころ 　 　 　宝島社

66 幸せになる犬との暮らし 　 　 　ベネッセコーポレーション

67 犬が好き人が好き 　 　鈴木 邦枝∥著 　あ・うん

68 　 　緑書房

69 最新イヌの心理 　 　武内 ゆかり∥著 　ナツメ社

70 ダーシェンカ 　 　カレル・チャペック∥〔著〕 　新潮社

71 犬がくれた幸福 　 　鶴田 静∥著 　岩波書店

72 愛犬のための繁殖・育児百科事典 　 　筒井 敏彦∥著 　講談社

73 愛犬の気持ちになれる本 　 　ヘレン　デニス∥著 　小学館

74 　 　世界文化社

75 ドッグトレーニング 　 　キャロライン　デイヴィス∥著 　ペットライフ社

76 トリマーのためのベーシック・ペット・カット 　 　 　緑書房

77 待っている犬 　 　ドックウッド∥著 　角川書店

78 犬の老いじたく 　 　中塚 圭子∥著

　RETRIEVER編集部∥編 645.6/ｲ

645.6/ｲ

　阿部 知二∥[ほか]著 645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

捨て犬未来に教わった27の大切なこと 645.6/ｲ
いっしょにおでかけ!
東北ワンちゃんと泊まれる宿 645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｳ

645.6/ｴ

　KADOKAWA 645.6/ｵ

645.6/ｵ

トラベルだワン! 645.6/ｵ

645.6/ｵ

645.6/ｵ

645.6/ｵ
保健所犬の飼い主になる前に
知っておきたいこと 645.6/ｶ

645.6/ｸ

645.6/ｻ

645.6/ｼ

645.6/ｼ

645.6/ｼ

645.6/ｼ

645.6/ｽ
0歳からシニアまで
柴犬とのしあわせな暮らし方 　Wan編集部∥編 645.6/ｾﾞ

645.6/ﾀ

645.6/ﾁ

645.6/ﾂ

645.6/ﾂ

645.6/ﾃﾞ
犬と一緒に!Happy!Healthy!
手作りおやつ 　Deco∥著 645.6/ﾃﾞ

645.6/ﾃﾞ

645.6/ﾄ

645.6/ﾄﾞ

　角川SSコミュニケーションズ 645.6/ﾅ



資料名 　著者名 　出版者 請求記号

79 犬たちの明治維新 　 　仁科 邦男∥著 　草思社

80 　 　西川 文二∥著 　学研パブリッシング

81 　 　ねぇやん∥著 　講談社

82 捨て犬サンの人生案内 　 　広田 千悦子∥文 　メディアファクトリー

83 世界で一番美しい犬の図鑑 　 　タムシン　ピッケラル∥著 　エクスナレッジ

84 訓練犬がくれた小さな奇跡 　 　藤井 聡∥著 　朝日新聞出版

85 FLYDOGS 　 　エクスナレッジ

86 犬はあなたをこう見ている 　 　ジョン　ブラッドショー∥著 　河出書房新社

87 ペットガーデン 　 　 　ブティック社

88 イヌの行動 　 　堀 明∥著 　ナツメ社

89高齢犬のキモチがわかる本 　 　星野 早百合∥文 　枻出版社

90 子どもと楽しむ犬のしつけ 　 　アンドレア　マクヒュー∥著 　ペットライフ社

91 犬と暮らす幸せな日々 　 　松本 秀樹∥著 　ベストセラーズ

92 アレルギーわんこの暮らしとレシピ百科 　 　斑目 広郎∥著 　誠文堂新光社

93 犬が教えてくれたこと 　 　三浦 健太∥原作 　アスコム

94 犬のこころ 　 　三浦 健太∥著 　角川書店

95 子犬の健康生活 　 　スコット　ミラー∥著 　ペットライフ社

96 うちの犬ががんになった 　 　ウィム　モーリング∥著 　緑書房

97 　 　誠文堂新光社

98 ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿 　 　実業之日本社

99 ペットの冠婚葬祭まるごと便利帳 　 　大岳 美帆∥編著 　阪急コミュニケーションズ

100 　 　渋谷 寛∥著 　民事法研究会

101 　 　渋谷 寛∥著 　民事法研究会

102 ドッグ・ギャラリー 　 　 　小学館

103 動物デッサンの基本 　 　宮永 美知代∥著 　ナツメ社

104 　 　主婦の友社

105色えんぴつでうちの犬を描こう 　 　目羅 健嗣∥著 　日貿出版社

106 　 　太田出版

107 気持ちが楽になるスヌーピー 　 　祥伝社

108 スヌーピーと生きる 　 　リタ　グリムズリー　ジョンスン∥著 　朝日新聞社

109 　 　スージー　ベッカー∥著 　飛鳥新社

110 白い犬 　 　梅 佳代∥著 　新潮社

111 さらば、ガク 　 　野田 知佑∥著 　文芸春秋

112 しばわんこと童謡を歌おう 　 　川浦 良枝∥絵 　白泉社

113 作家の犬 　 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社

114 作家の犬 2 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社

115 犬猫太平記 　 　阿久 悠∥著 　河出書房新社

116 犬心 　 　伊藤 比呂美∥著 　文藝春秋

117 犬と私 　 　江藤 淳∥著 　三月書房

118 犬とペンギンと私 　 　幻冬舎

119鴨居羊子コレクション 2 　鴨居 羊子∥著 　国書刊行会

120 犬たちへの詫び状 　 　佐藤 愛子∥著

121 犬大将ビッキ 　 　出久根 達郎∥著 　中央公論新社

645.6/ﾆ

うちの犬にピッタリ!しつけ 645.6/ﾆ

飯の為ならなんでもするズラ! 645.6/ﾈ

645.6/ﾋ

645.6/ﾋﾟ

645.6/ﾌ

　トッド　R.バーガー∥編 645.6/ﾌ

645.6/ﾌﾞ

645.6/ﾍﾟ

645.6/ﾎ

645.6/ﾎ

645.6/ﾏ

645.6/ﾏ

645.6/ﾏ

645.6/ﾐ

645.6/ﾐ

645.6/ﾐ

645.6/ﾓ
ドッグ・トレーナーに必要な
「深読み・先読み」テクニック 　ヴィベケ　S.リーセ∥著 645.6/ﾘ

'17～'18 645.6/ﾜ/17

645.9/ｵ

Q&Aペットのトラブル110番 645.9/ｷ

ペットのトラブル相談Q&A 645.9/ﾍﾟ

721.0/ﾄﾞ

725/ﾐ

うちの犬(こ)色えんぴつ 　秋草愛+こんぺいとうたち∥絵 725.5/ｳ

725.5/ﾒ

スヌーピー&暗い嵐の夜だった 　チャールズ　M.シュルツ∥著 726.1/ｼ

　チャールズ M.シュルツ∥作 726.1/ｼ

726.1/ｼﾞ

愛犬と暮らす365日のしあわせ 726.1/ﾍﾞ

748/ｳ

748/ﾉ

767.7/ｶ

910.2/ｻ

910.2/ｻ/2

914.6/ｱ

914.6/ｲ

914.6/ｴ

　小川 糸∥[著] 914.6/ｵ

914.6/ｶ/2

　PHP研究所 914.6/ｻ

914.6/ﾃﾞ



資料名 　著者名 　出版者 請求記号

122独女日記 　 　藤堂 志津子∥著 　幻冬舎

123独女日記 2 　藤堂 志津子∥著 　幻冬舎

124 ハラスのいた日々 　 　中野 孝次∥著 　文芸春秋

125 犬のいる暮し 　 　中野 孝次∥著 　岩波書店

126 　 　野田 知佑∥著 　文芸春秋

127 犬のため息 　 　日本文芸家協会∥編 　光村図書出版

128夜、でっかい犬が笑う 　 　丸山 健二∥著 　文芸春秋

129 犬と歩けば 　 　安岡 章太郎∥著 　読売新聞社

130 愛犬物語 　 　安岡 章太郎∥著

131 犬は神様 　 　山本 容子∥著 　講談社

132 犬が育てた猫 　 　吉行 淳之介∥著 　潮出版社

133 人の心を持った犬 　 　遠藤 初江∥著 　ハート出版

134 人の心を持った犬最期の物語 　 　遠藤 初江∥著 　扶桑社

135 リタイア 　 　郡司 ななえ∥著 　ハート出版

136 ベルナのしっぽ 　 　郡司ななえ∥著 　イースト・プレス

137 犬と、走る 　 　本多 有香∥著 　集英社インターナショナル

138 柴犬マイちゃんへの手紙 　 　柳原 三佳∥著 　講談社

139 ぼくの名はチェット 　 　スペンサー　クイン∥著 　東京創元社

140 チェットと消えたゾウの謎 　 　スペンサー　クイン∥著 　東京創元社

141 　 　スペンサー　クイン∥著 　東京創元社

142 白い犬とワルツを 　 　新潮社

143 のら犬ローヴァー町を行く 　 　早川書房

144 　 　ウェンディ　ホールデン∥著 　竹書房

145 おさわがせシェイマスがくれた勇気 　

146 セント・メリーのリボン 　 　稲見 一良∥著 　新潮社

147猟犬探偵 　 　稲見 一良∥著 　新潮社

148 つめたいよるに 　 　江国 香織∥著 　新潮社

149 ロング・ドッグ・バイ 　 　霞 流一∥作 　理論社

150 　 　川口 晴∥著 　文藝春秋

151 アンハッピードッグズ 　 　近藤 史恵∥著 　中央公論新社

152 　 　我孫子 武丸∥著 　光文社

153凍える牙 　 　乃南 アサ∥著 　新潮社

154陽だまりの天使たち 　 　馳 星周∥著 　集英社

155 ソウルメイト 　 　馳 星周∥著 　集英社

156 ドッグマザー 　 　古川 日出男∥著 　新潮社

157 パーフェクト・ブルー 　 　宮部 みゆき∥著 　新潮社

158 しっぽちゃん 　 　群 ようこ∥著 　角川書店

159 犬から聞いた素敵な話 　 　山口 花∥著 　東邦出版

160 ワンダフルストーリー 　 　伊坂 幸犬郎∥著

914.6/ﾄ

914.6/ﾄ/2

914.6/ﾅ

914.6/ﾅ

ともに彷徨(さすら)いてあり 914.6/ﾉ

914.6/ﾍﾞ/04

914.6/ﾏ

914.6/ﾔ

　KSS出版 914.6/ﾔ

914.6/ﾔ

914.6/ﾖ

916/ｴ

916/ｴ

916/ｸﾞ

Y/916/ｸﾞ

916/ﾎ

Y/916/ﾔ

933/ｸ

933/ｸ

チェット、大丈夫か? 933/ｸ

　テリー　ケイ∥[著] 933/ｹ

　マイクル　Z.リューイン∥著 933/ﾘ

ハッチ&リトルB 936/ﾎ

　テレサ　J.ライン∥著 　KADOKAWA 936/ﾗ

F/ｲ

F/ｲ

Y/F/ｴ

Y/F/ｶ

犬と私の10の約束 F/ｶ

F/ｺ
近藤史恵リクエスト!
ペットのアンソロジー F/ｺ

F/ﾉ

F/ﾊ

F/ﾊ

F/ﾌ

F/ﾐ

F/ﾑ

F/ﾔ

　PHP研究所 F/ﾜ


