
資料名 　著者名 　出版者 請求記号

1 猫本屋はじめました 　 　大久保 京∥著 　洋泉社

2 　 　坪内 政美∥撮影  文 　枻出版社

3 　 　左近司 祥子∥著 　講談社

4 ニャンか、しあわせ 　 　 　リベラル社

5 史料としての猫絵 　 　藤原 重雄∥著 　山川出版社

6 招き猫百科 　 　荒川 千尋∥文 　インプレス

7 わたしのノラネコ研究 　 　山根 明弘∥著 　さ・え・ら書房

8 　 　いしかわ まりこ∥著 　ブティック社

9 猫毛フェルトの本 もっと 　蔦谷 香理∥著 　飛鳥新社

10 ねこねこキッチン 　稲熊 由夏∥著 山本 ちかこ∥著 　主婦と生活社

11 愛猫の看取りマニュアル 　 　南 直秀∥監修 　秀和システム

12 猫の言い分お伝えします。 　 　アネラ∥著 　東邦出版

13 猫の文明 　 　赤瀬川 原平∥著 　毎日新聞社

14 世界のねこみち 　 　岩合 光昭∥著 　朝日新聞出版

15 池田あきこのねこ話 　 　池田 あきこ∥著 　中央公論新社

16 商店街のネコ店長 　 　梅津 有希子∥著 　文藝春秋

17 しろさびとまっちゃん 　 　太田 康介∥著

18 ある日、猫は二本足で立ち上がる 　 　加藤 由子∥著 　スコラ

19 　 　加藤 由子∥著 　ソフトバンククリエイティブ

20 　 　川上 麻衣子∥著 　竹書房

21 きょうも猫日和 　 　加藤 由子∥文 　実業之日本社

22 中央線で猫とぼく 　 　北尾 トロ∥著 　メディアファクトリー

23 のらねこハンドブック 　 　タマラ　クルーズ∥著 　緑書房

24 パリにゃん 　 　酒巻 洋子∥著　撮影 　産業編集センター

25 作家と猫のものがたり 　 　新潮社

26 ネコの吸い方 　 　坂本 美雨∥著 　幻冬舎

27 パリにゃん 2 　酒巻 洋子∥著　撮影 　産業編集センター

28 すべての猫はセラピスト 　 　眞並 恭介∥著 　講談社

29 猫のしっぽ 　 　高田 宏∥著 　新潮社

30涙猫 　

31 猫語の教科書 　 　野澤 延行∥監修 　池田書店

32 猫 　 　中央公論新社

33 ネコ族の夜咄 　 　村松 友視∥著 　清流出版

34 　 　佛渕 健悟∥編 　三省堂

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

36 長寿猫 　 　藤村 かおり∥著 　講談社

37 フクマリ 　 　永原 律子∥監修 撮影 　リブレ出版

38 　 　レイチェル　ヘイル　マッケナ∥写真 　パイインターナショナル

39 猫の家庭医学 　 　ジェームズ　マッケイ∥著 　ペットライフ社

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～猫本リスト～」

024.8/ｵ

ネコ駅長ばすPhoto Book 096/ﾂ

なぜねこは幸せに見えるの? Y/104/ｻ

Y/188.8/ﾆ

210.0/ﾌ

387/ｱ

Y/489.5/ﾔ

かんたん!かわいい!!ねこグッズ 594/ｲ

594/ﾂ

Y/596/ｲ

645.6/ｱ

645.6/ｱ

645.6/ｱ

645.6/ｲ

645.6/ｲ

645.6/ｳ

　KADOKAWA 645.6/ｵ

645.6/ｶ

ネコ好きが気になる50の疑問 Y/645.6/ｶ

彼の彼女と私の538日 645.6/ｶ

645.6/ｶ

645.6/ｷ

645.6/ｸ

645.6/ｻ

　yom yom編集部∥編 645.6/ｻ

Y/645.6/ｻ

645.6/ｻ/2

645.6/ｼ

645.6/ﾀ

　TOブックス編集部∥編 　TOブックス 645.6/ﾅ

645.6/ﾈ

　有馬 頼義∥[ほか]著 645.6/ﾈ

645.6/ﾈ
俳句・短歌・川柳と共に味わう
猫の国語辞典 645.6/ﾊ

645.6/ﾋﾟ

645.6/ﾌ

645.6/ﾌ

世界の美しい猫101 645.6/ﾏ

645.6/ﾏ



資料名 　著者名 　出版者 請求記号

40図書館ねこデューイ 　 　ヴィッキー　マイロン∥著 　早川書房

41 猫の本棚 　 　松村 紀代子∥著 　岩波書店

42 ねこまみれ帳 　 　ミロコマチコ∥著 　ブロンズ新社

43 　 　ジャン　ラウチ∥著 　早川書房

44 猫まみれ 　 　招き猫亭∥監修　文 　求龍堂

45 猫まみれ 2 　招き猫亭∥監修　文 　求龍堂

46 猫の絵画館 　 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社

47江戸猫 　 　稲垣 進一∥著 　東京書籍

48 ニャーンズ・コレクション 　赤瀬川 原平∥著 　小学館

49 鳥と猫と君とボク 　 　小峰 紀子∥画 　南船北馬舎

50 猫の本 　 　藤田 嗣治∥著 　講談社

51 バルテュス 猫とアトリエ 　

52 ニャンとも可愛い猫の絵手紙 　 　新堂 みど吏∥著 　日貿出版社

53 馬場のぼる ねこと漫画と故郷と 　 　馬場 のぼる∥著 　こぐま社

54 猫づくし 　 　矢吹 申彦∥著 　スーパーエディション

55 猫の幸福光線 　 　大野 隆司∥画　文 　中央公論新社

56 ネコに金星 　 　岩合 光昭∥著 　日本出版社

57 岩合光昭のネコ 　 　岩合 光昭∥著 　日本出版社

58 猫光線 　 　武田 花∥著 　中央公論新社

59小雨日記 　 　小泉 今日子∥著 　角川マーケティング

60 猫の本棚 　 　木村 衣有子∥著 　平凡社

61 作家の猫 　 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社

62 作家の猫 2 　コロナ　ブックス編集部∥編 　平凡社

63 ねこのほそみち 　 　堀本 裕樹∥著 　さくら舎

64 猫踏んぢゃった俳句 　 　村松 友視∥著

65仔猫の肉球 　 　雨宮 処凛∥著 　小学館

66 家と庭と犬とねこ 　 　石井 桃子∥著 　河出書房新社

67背中の黒猫 　 　鹿島 茂∥著 　文芸春秋

68 猫怪々 　 　加門 七海∥著 　集英社

69 金井美恵子エッセイ・コレクション 2 　金井 美恵子∥著 　平凡社

70 ネコのために遺言を書くとすれば 　 　木村 晋介∥著 　本の雑誌社

71 マダムだもの 　 　小林 聡美∥著 　幻冬舎

72 猫大好き 　 　東海林 さだお∥著 　文藝春秋

73 本があって猫がいる 　 　出久根 達郎∥著 　晶文社

74 猫の領分 　 　南木 佳士∥著 　幻戯書房

75 日本の名随筆 3 　 　作品社

76吾輩は猫が好き 　 　野坂 昭如∥著 　広済堂出版

77 猫の王国 　 　みすず書房

78 猫のよびごえ 　 　町田 康∥著 　講談社

79 猫とあほんだら 　 　町田 康∥著 　講談社

80 猫のあしあと 　 　町田 康∥著 　講談社

81 猫にかまけて 　 　町田 康∥著 　講談社

82 しいちゃん日記 　 　群 ようこ∥著 　マガジンハウス

645.6/ﾏ

645.6/ﾏ

645.6/ﾐ

図書館ねこベイカー&テイラー 645.6/ﾗ

708/ﾈ

708/ﾈ/2

721.0/ﾈ

721.8/ｲ

723/ｱ

723.1/ｺ

723.1/ﾌ

　ド　ローラ節子∥[述] 　NHK出版 723.3/ﾊﾞ

724/ｼ

726.1/ﾊﾞ

726.5/ﾔ

733/ｵ

748/ｲ

748/ｲ

748/ﾀ

767.8/ｺ

904/ｷ

910.2/ｻ

910.2/ｻ/2

911.3/ﾎ

　KADOKAWA 911.3/ﾑ

914.6/ｱ

914.6/ｲ

914.6/ｶ

914.6/ｶ

914.6/ｶ/2

914.6/ｷ

914.6/ｺ

914.6/ｼ

914.6/ﾃﾞ

914.6/ﾅ

914.6/ﾆ/3

914.6/ﾉ

　北條 文緒∥[著] 914.6/ﾎ

914.6/ﾏ

914.6/ﾏ

914.6/ﾏ

914.6/ﾏ

914.6/ﾑ



資料名 　著者名 　出版者 請求記号

83小福歳時記 　 　群 ようこ∥著 　集英社

84 おやじネコは縞模様 　 　群 ようこ∥著 　文藝春秋

85野良猫ケンさん 　 　村松 友視∥著 　河出書房新社

86 ビーの話 　 　群 ようこ∥著 　筑摩書房

87 アブサン物語 　 　村松 友視∥著 　河出書房新社

88 アブサンの置土産 　 　村松 友視∥著 　河出書房新社

89 　 　講談社

90 　 　山田 タロウ∥著 　角川書店

91石牟礼道子詩文コレクション 1 　石牟礼 道子∥著 　藤原書店

92 猫に名前はいらない 　 　白水社

93 猫語のノート 　 　ポール　ギャリコ∥著 　筑摩書房

94奇跡の猫ビリー 　 　ルイーズ　ブース∥著 　竹書房

95 ボブがくれた世界 　 　ジェームズ　ボーエン∥著 　辰巳出版

96旅猫リポート 　 　有川 浩∥著 　文藝春秋

97 マタタビ潔子の猫魂 　 　朱野 帰子∥著 　メディアファクトリー

98 猫は忘れない 　 　東 直己∥著 　早川書房

99 ダイエット物語…ただし猫 　 　新井 素子∥著 　中央公論新社

100 ちいさなおはなし 　 　新井 素子∥著 　集英社

101 さようなら、猫 　 　井上 荒野∥著 　光文社

102 猫に満ちる日 　 　稲葉 真弓∥著 　講談社

103雉猫心中 　 　井上 荒野∥著 　マガジンハウス

104雪猫 　 　大山 淳子∥著 　講談社

105 猫のマルモ 　 　大宮 エリー∥著 　小学館

106 猫弁と少女探偵 　 　大山 淳子∥著 　講談社

107 猫弁と魔女裁判 　 　大山 淳子∥著 　講談社

108 猫弁と指輪物語 　 　大山 淳子∥著 　講談社

109 猫弁と透明人間 　 　大山 淳子∥著 　講談社

110 猫は抱くもの 　 　大山 淳子∥著 　キノブックス

111 猫弁 　 　大山 淳子∥著 　講談社

112 ピン・ザ・キャットの優美な叛乱 　 　荻世 いをら∥著 　河出書房新社

113 猫の惑星 　 　梶尾 真治∥著

114 モノレールねこ 　 　加納 朋子∥著 　文藝春秋

115 世界から猫が消えたなら 　 　川村 元気∥著 　マガジンハウス

116 猫の喪中 　 　佐藤 洋二郎∥著 　集英社

117虹猫喫茶店 　 　坂井 希久子∥著 　祥伝社

118 猫と妻と暮らす 　 　小路 幸也∥著 　徳間書店

119 猫キャンパス荒神 　 　笙野 頼子∥著 　河出書房新社

120 猫ヲ祭ル 　 　千田 佳代∥著 　作品社

121黒猫ロック 　 　角川春樹事務所

122鯖猫長屋ふしぎ草紙 　 　田牧 大和∥著

123 猫はときどき旅に出る 　 　高橋 三千綱∥著 　集英社

124 猫月夜 上 　立松 和平∥著 　河出書房新社

125 猫月夜 下 　立松 和平∥著 　河出書房新社

914.6/ﾑ

914.6/ﾑ

914.6/ﾑ

914.6/ﾑ

914.6/ﾑ

914.6/ﾑ

ヒトのオスは飼わないの? 　米原 万里∥[著] 914.6/ﾖ

うちのネコが訴えられました!? 916/ﾔ

918.6/ｲ/1

　A.N.ウィルソン∥[著] 933/ｳ

934/ｷﾞ

936/ﾌﾞ

936/ﾎﾞ

F/ｱ

F/ｱ

F/ｱ

F/ｱ

F/ｱ

F/ｲ

F/ｲ

F/ｲ

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ

　PHP研究所 F/ｶ

F/ｶ

F/ｶ

F/ｻ

F/ｻ

F/ｼ

F/ｼ

F/ｾ

　谷村 志穂∥[著] F/ﾀ

　PHP研究所 F/ﾀ

F/ﾀ

F/ﾀ/1

F/ﾀ/2



資料名 　著者名 　出版者 請求記号

126 　 　知念 実希人∥著 　光文社

127 猫ノ眼時計 　 　津原 泰水∥著 　筑摩書房

128 猫にマタタビの旅 　 　出久根 達郎∥著 　文芸春秋

129 猫も杓子も猫かぶり 　 　出久根 達郎∥著 　文芸春秋

130 猫の似づら絵師 　 　出久根 達郎∥著 　文芸春秋

131 秋の猫 　 　藤堂 志津子∥著 　集英社

132 　 　永嶋 恵美∥著 　双葉社

133 トラや 　 　南木 佳士∥著 　文藝春秋

134 あくび猫 　 　南条 竹則∥著 　文芸春秋

135吾輩は猫である 上 　夏目 漱石∥著 　ポプラ社

136吾輩は猫である 下 　夏目 漱石∥著 　ポプラ社

137 ニャンニャンにゃんそろじー 　 　有川 浩∥著 　講談社

138 猫路地 　 　東 雅夫∥編 　日本出版社

139 たぶんねこ 　 　畠中 恵∥著 　新潮社

140 ねこのばば 　 　畠中 恵∥著 　新潮社

141 よるねこ 　 　姫野 カオルコ∥著 　集英社

142 またたび峠 　 　藤谷 治∥著 　小学館

143 アビシニアン 　 　古川 日出男∥著 　幻冬舎

144 左腕の猫 　 　藤田 宜永∥著 　文芸春秋

145 明け方の猫 　 　保坂 和志∥著 　講談社

146 猫風船 　 　みすず書房

147 ヤンとシメの物語 　 　町田 純∥著 　未知谷

148善良なネコ 　 　町田 純∥著　画 　未知谷

149 パンとスープとネコ日和 　 　角川春樹事務所

150黒猫の遊歩あるいは美学講義 　 　森 晶麿∥著 　早川書房

151黒猫の薔薇あるいは時間飛行 　 　森 晶麿∥著 　早川書房

152黒猫の接吻あるいは最終講義 　 　森 晶麿∥著 　早川書房

153黒猫の約束あるいは遡行未来 　 　森 晶麿∥著 　早川書房

154黒猫の回帰あるいは千夜航路 　 　森 晶麿∥著 　早川書房

155私を猫と呼ばないで 　 　山田 正紀∥著 　小学館

156 ファナという名の猫 　 　横森 理香∥著 　文芸春秋

157連れ猫 　 　新潮社

158吾輩ハ猫ニナル 　 　横山 悠太∥著 　講談社

159迎え猫 　 　輪渡 颯介∥著 　講談社

160 猫島ハウスの騒動 　 　若竹 七海∥著 　光文社

黒猫の小夜曲(セレナーデ) F/ﾁ

F/ﾂ

F/ﾃﾞ

F/ﾃﾞ

F/ﾃﾞ

F/ﾄ

なぜ猫は旅をするのか? F/ﾅ

F/ﾅ

F/ﾅ

Y/F/ﾅ/1

Y/F/ﾅ/2

F/ﾆ

F/ﾈ

F/ﾊ

F/ﾊ

F/ﾋ

F/ﾌ

F/ﾌ

F/ﾌ

F/ﾎ

　松山 巖∥[著] F/ﾏ

F/ﾏ

F/ﾏ

　群 ようこ∥[著] F/ﾑ

F/ﾓ

F/ﾓ

F/ﾓ

F/ﾓ

F/ﾓ

F/ﾔ

F/ﾖ

　吉野 万理子∥[著] F/ﾖ

F/ﾖ

F/ﾜ

F/ﾜ


