
本の夜会　テーマ「動物」

動物が活躍する物語や、写真集、生き物の不思議などの本を集めました！

●「本の夜会」で紹介された本

No. 書名 著者名 出版者 分類

1 くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子∥さく 福音館書店

2 年を歴た鰐の話 レオポール・ショヴォ∥原作 山本 夏彦∥訳 文芸春秋

3 犬の伊勢参り 仁科 邦男∥著 平凡社

4 生き物の死にざま 稲垣 栄洋∥著 草思社

5 くまにたすけられたおとこ 北越雪譜より 鈴木出版

6 紙の動物園 ケン・リュウ∥著 古沢 嘉通∥編 早川書房

●「動物」をテーマに展示中の本

No. 書名 著者名 出版者 分類

1 燃えさかる火のそばで 　 　早川書房

2 聖なるズー 　濱野 ちひろ∥著 　集英社

3 ニホンオオカミの最後 　 　遠藤 公男∥著 　山と溪谷社

4 霊能動物館 　 　加門 七海∥著 　集英社

5 世界幻想動物百科 　 　トニー　アラン∥著 　原書房

6 楽しい動物化石 　土屋 健∥著 　河出書房新社

7 標本の本 京都大学総合博物館の収蔵室から 　村松 美賀子∥企画　構成　文 　青幻舎

8 若い読者のための『種の起源』 　チャールズ　ダーウィン∥著 　あすなろ書房

9 　 　パイインターナショナル∥編著 　パイインターナショナル

10 気がつけば動物学者三代 　 　今泉 忠明∥著 　講談社

11 おもしろすぎる動物記 　 　實吉 達郎∥著 　ソフトバンククリエイティブ

12 生まれたときからせつない動物図鑑 　 　ブルック　バーカー∥著 　ダイヤモンド社

13 　 　松橋 利光∥著 　大和書房

14 カラス先生のはじめてのいきもの観察 　 　松原 始∥著 　太田出版

15 マンガで学ぶ動物倫理 　 　伊勢田 哲治∥著 　化学同人

16 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 　 　岩井 雪乃∥著 　合同出版

17 世界の動物園 　 　奥宮 誠次∥文　写真 　ランダムハウス講談社

18 動物翻訳家 　 　片野 ゆか∥著 　集英社

19 今、世界中で動物園がおもしろいワケ 　 　講談社

20 動物園ではたらく 　 　イースト・プレス

21 　 　小菅 正夫∥著 　新星出版社

22 見つけて育てる生きもの飼い方ブック 　 　新宅 広二∥著 　メイツ出版

23 どうぶつたちの給食時間 　 　並木 美砂子∥著 　旅するミシン店

24 スカル アラン・ダドリーの驚くべき頭骨コレクション 　サイモン　ウィンチェスター∥著 　グラフィック社

25 似ている動物「見分け方」事典 　 　木村 悦子∥執筆 　ベレ出版

26 ゾウの時間ネズミの時間 　 　本川 達雄∥著 　中央公論新社

令和2年7月～8月　一般展示コーナー図書リスト

O E/ク

953.7/シ

175.8/ニ

481.7/イ

[鈴木 牧之∥原作] 伊藤 秀男∥絵 E/ク

933.7/リ

　ジュリア　M.シートン∥著   289.3/シ  

  367.9/ハ

  382.1/エ

  387/カ

  388/ア  

　457.8/ツ

　Y/460.7/ヒ

　Y/467.5/ダ

世界のかわいいけもの!   Y/480/ｾ  

  Y/480.4/イ

  Y/480.4/サ

  Y/480.4/バ

その道のプロに聞く生きもののワォ!   480.4/マ  

  Y/480.4/マ  

  Y/480.7/イ  

  Y/480.7/イ  

  480.7/オ

  Y/480.7/カ  

　久米 由美∥[著]   480.7/ク  

　小宮 輝之∥[著]   480.7/コ  

もしもあの動物と暮らしたら!?   Y/480.7/コ  

  480.7/シ  

  480.7/ナ  

　481.1/ウ

  Y/481.1/キ

  Y/481.3/モ  



No. 書名 著者名 出版者 分類

27 生き物の超能力 　 　 　ニュートンプレス

28 「つながり」の進化生物学 　 　岡ノ谷 一夫∥著 　朝日出版社

29 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

30 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

31 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

32 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

33 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

34 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

35 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

36 　 　林 良博∥監修 　誠文堂新光社

37 ザ・ワイルドライフ・フォト 　 　ロザムンド　キッドマン　コックス∥著　編 　日経ナショナルジオグラフィック社

38 外来どうぶつミニ図鑑 　 　鈴木 欣司∥著 　全国農村教育協会

39 　 　藤田 和生∥編著 　技術評論社

40 動物言語の秘密 　 　ベニュス∥著 　西村書店

41 その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見つけかた 　 　松橋 利光∥著 　大和書房

42 最後の楽園の生きものたち 　 　東京書籍

43 絶滅生物図誌 　 　チョー ヒカル∥著 　雷鳥社

44 サバンナの動物親子に学ぶ 　 　羽仁 進∥著 　講談社

45 くらげ 　 　中村 庸夫∥著 　アスペクト

46 奥本昆虫記 　 　奥本 大三郎∥著 　教育評論社

47 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 　 　川上 和人∥著 　新潮社

48 　 　ペンギン基金∥著 　河出書房新社

49 シマエナガちゃん 　 　小原 玲∥著 　講談社ビーシー

50 エゾリーナ 　 　久保 ヒデキ∥写真 　扶桑社

51 　 　大田垣 晴子∥著 　文藝春秋

52 クヌート 　 　ジュリアナ　ハトコフ∥著 　日本放送出版協会

53 わたしのクマ研究 　 　小池 伸介∥著 　さ・え・ら書房

54 キタキツネの十二か月 　 　竹田津 実∥著 　福音館書店

55 パンダワールド 　中川 美帆∥著 　大和書房

56 パンダが来た道 　 　ヘンリー　ニコルズ∥著 　白水社

57 読むパンダ 　 　黒柳 徹子∥選 　白水社

58 ゴリラの森、言葉の海 　 　山極 寿一∥著 　新潮社

59 ひつじがすき 　 　佐々倉 裕美∥文 　山と溪谷社

60 飼い喰い 　 　内澤 旬子∥著 　岩波書店

61 ペットがあなたを選んだ理由 　 　塩田 妙玄∥著 　ハート出版

62 犬が伝えたかったこと 　三浦 健太∥編著 　サンクチュアリ出版

63 　 　 　扶桑社

64 動物と分かちあう人生 　 　エリザベス　オリバー∥著 　河出書房新社

65 ボクたちに殺されるいのち 　 　小林 照幸∥著 　河出書房新社

66 いのちの食べかた 　 　森 達也∥著 　理論社

67 動物奇想天外 　 　内山 淳一∥著 　青幻舎

68 日本の図像 　 　 　ピエ・ブックス

　Y/ 481.7/イ  

  Y/481.7/オ  

先生、モモンガの風呂に入ってください!   Y/481.7/コ  

先生、子リスたちがイタチを攻撃しています!   Y/481.7/コ  

先生、シマリスがヘビの頭をかじっています!   Y/481.7/コ  

先生、洞窟でコウモリとアナグマが同居しています!   Y/481.7/コ  

先生、脳のなかで自然が叫んでいます!   Y/481.7/コ  

先生、大型野獣がキャンパスに侵入しました!   Y/481.7/コ  

先生、キジがヤギに縄張り宣言しています!   Y/481.7/コ  

こんなところにいたの?   Y/481.7/コ  

  481.7/ザ 

  Y/481.7/ス

動物たちは何を考えている?   481.7/フ

  Y/481.7/ベ

  481.7/マ

　NHK「ホットスポット」制作班∥編   Y/482/サ  

  482/チ

  Y/482.4/ハ  

  483.3/ナ  

  486.0/オ

  488.0/カ

ペンギンのABC   488.6/ペ

  488.9/オ

  Y/489.4/ク

ぱんだだ!   489.5/オ

  Y/489.5/ク

  Y/489.5/コ  

  Y/489.5/タ  

  489.5/ナ

  489.5/ニ

  489.5/ヨ

  489.9/ヤ  

  645.4/サ  

  645.5/ウ

  645.6/シ

  645.6/ミ

「ありがとう」。46の物語   645.9/ア  

  Y/645.9/オ

  Y/645.9/コ

  Y/648/モ

  721.0/ウ

  721.0/ニ



No. 書名 著者名 出版者 分類

69 　 　安村 敏信∥著 　東京美術

70 獣医さんがえがいた動物の描き方 　 　鈴木 真理∥著 　グラフィック社

71 犬を飼うそして…猫を飼う 　 　谷口 ジロー∥著 　小学館

72 星守る犬 　 　村上 たかし∥著 　双葉社

73 ちひろ美術館 　いわさき ちひろ∥著 　講談社

74 デューク 　 　江国 香織∥文 　講談社

75 　 　青幻舎プロモーション

76 狼王ロボ 　 　リトルモア

77 アルパカ 　 　東京書籍出版編集部∥編 　東京書籍

78 どうぶつ家族 　 　岩合 光昭∥著 　クレヴィス

79 ネコに金星 　岩合 光昭∥著 　日本出版社

80 動物おすまし写真館 　 　ナショナルジオグラフィック∥編著 　日経ナショナルジオグラフィック社

81 動物日誌 　 　福田 幸広∥著　写真 　青菁社

82 わらういきもの 　 　松阪 崇久∥監修 　エクスナレッジ

83 干支の切り紙 　 　大原 まゆみ∥著 　誠文堂新光社

84 猫の本棚 　木村 衣有子∥著 　平凡社

85 うたの動物記 　 　小池 光∥著 　日本経済新聞出版社

86 短歌俳句動物表現辞典 　 　大岡 信∥監修 　遊子館

87 短歌博物誌 　 　樋口 覚∥著 　文藝春秋

88 どうぶつたち 　まど みちお∥詩 美智子∥選訳 　文藝春秋

89 犬心 　 　伊藤 比呂美∥著 　文藝春秋

90 幸田文どうぶつ帖 　 　幸田 文∥著 　平凡社

91 愛犬リッキーと親バカな飼主の物語 　 　藤堂 志津子∥著 　講談社

92 定本漱石全集 　夏目 金之助∥著 　岩波書店

93 ドリトル先生アフリカゆき 　 　ヒュー　ロフティング∥作 　岩波書店

94 ウォーターシップ・ダウンのウサギたち 　上 　リチャード  アダムズ∥著 　評論社

95 ウォーターシップ・ダウンのウサギたち 　下 　リチャード  アダムズ∥著 　評論社

96 ティンブクトゥ 　 　新潮社

97 こうしてイギリスから熊がいなくなりました 　 　ミック　ジャクソン∥著 　東京創元社

98 かもめのジョナサン 　 　新潮社

99 書店猫ハムレットの跳躍 　 　アリ　ブランドン∥著 　東京創元社

100 紙の動物園 　 　ケン　リュウ∥著 　早川書房

101 ピーターラビットのおはなし 　 　ビアトリクス　ポター∥さく　え 　福音館書店

102 クジャクを愛した容疑者 　 　大倉 崇裕∥著 　講談社

103 ペンギンを愛した容疑者 　 　大倉 崇裕∥著 　講談社

104 さよならバースディ 　 　荻原 浩∥著 　集英社

105 ことり 　 　小川 洋子∥著 　朝日新聞出版

106 踊る猫 　 　折口 真喜子∥著 　光文社

107 恋する狐 　 　折口 真喜子∥著 　光文社

108 金魚姫 　荻原 浩∥著

109 押入れのちよ 　荻原 浩∥著 　新潮社

110 蛇にピアス 　 　金原 ひとみ∥著 　集英社

江戸の十二支+αどうぶつえん   721.0/ヤ

  725/ス

  726.1/タ

  726.1/ム

　7   726.5/イ/7 

  726.5/ヤ

絵本原画ニャー! 　100%ORANGE∥[ほか画]   726.6/エ

　シートン∥[著]   726.6/キ

  748/ア  

  748/イ  

  748/イ  

  748/ド

  748/フ

  748/ワ

  754.9/オ

　904/キ

  911.0/コ  

  911.1/タ

  911.1/ヒ

  911.5/マ

  914.6/イ  

  914.6/コ  

  914.6/ト

　第1巻   918.6/ﾅ/1

  933/ロ

  Y/933.7/ア/1

  Y/933.7/ア/2

　ポール　オースター∥[著]   933.7/オ

  933.7/ジ

　リチャード　バック∥[著]   933.7/バ

  933.7/ブ

  933.7/リ

  S/E/ピ 

  F/オ

  F/オ

  F/オ

  F/オ

  F/オ

  F/オ

　KADOKAWA   F/オ

  F/オ

  F/カ



No. 書名 著者名 出版者 分類

111 シャルロットの憂鬱 　 　近藤 史恵∥著 　光文社

112 陽だまりの彼女 　 　越谷 オサム∥著 　新潮社

113 伏 贋作・里見八犬伝 　桜庭 一樹∥著 　文藝春秋

114 フラミンゴの村 　 　澤西 祐典∥著 　集英社

115 狐と韃 　 　朱川 湊人∥著 　光文社

116 野ブタ。をプロデュース 　 　白岩 玄∥著 　河出書房新社

117 猫ヲ捜ス夢 　 　小路 幸也∥著 　徳間書店

118 猫は密室でジャンプする 　 　柴田 よしき∥著 　光文社

119 動物記 　 　新堂 冬樹∥著 　角川書店

120 猫と妻と暮らす 　 　小路 幸也∥著 　徳間書店

121 あの頃トン子と 　 　城 明∥著 　講談社

122 雪の練習生 　 　多和田 葉子∥著 　新潮社

123 動物記 　 　高橋 源一郎∥著 　河出書房新社

124 ペットショップボーイズ 　 　竹吉 優輔∥著 　光文社

125 どうぶつたちの贈り物 　 　小川 洋子∥著

126 動物園の王子 　 　中沢 けい∥著 　新潮社

127 冬虫夏草 　 　梨木 香歩∥著 　新潮社

128 家守綺譚 　 　梨木 香歩∥著 　新潮社

129 ソウルメイト 　 　馳 星周∥著 　集英社

130 ラッコの家 　 　古川 真人∥著 　文藝春秋

131 鹿男あをによし 　 　万城目 学∥著 　幻冬舎

132 犬身 　 　松浦 理英子∥著 　朝日新聞社

133 パーフェクト・ブルー 　 　宮部 みゆき∥著 　新潮社

134 神様に一番近い動物 　 　文響社

135 有頂天家族 　 　森見 登美彦∥著 　幻冬舎

136 ナイルパーチの女子会 　 　柚木 麻子∥著 　文藝春秋

137 人間動物園 　 　連城 三紀彦∥著 　双葉社

138 ハリネズミ乙女、はじめての恋 　 　令丈 ヒロ子∥著

  F/コ

  F/コ

  F/サ

  F/サ

  F/シ

  F/シ

  F/シ

  F/シ

  F/シ

  F/シ

  F/ジ

  F/タ 

  F/タ 

  F/タ 

　PHP研究所   F/ド

  F/ナ

  F/ナ

  F/ナ

  F/ハ

  F/フ

  Y/F/マ  

  F/マ

  F/ミ  

　水野 敬也∥[著]   F/ミ

  F/モ

  F/ユ

  F/レ

　KADOKAWA   F/レ


	ジャンル別

