
1.犬と人とのはじまり

犬の起源と歴史
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

1 縄文時代の日本列島 東北歴史博物館∥編集 東北歴史博物館 2000 210.25/ｼﾞﾖ 〇

2 はじめての土偶
譽田 亜紀子∥取材 文
武藤 康弘∥監修

世界文化社 2014 210.25/ｺﾝ 〇

3 縄文柴犬ノート 五味 靖嘉∥著 精巧堂出版 2012 645.6/ｺﾞﾐ ○

4 犬の日本史 谷口 研語∥著 吉川弘文館 2012 645.6/ﾀﾆ ○

5 日本の原始美術 7 銅鐸 佐原　真∥著 講談社 1979 708/ﾆ8/7 ○

6 日本の原始美術 6 埴輪 猪熊 兹勝∥著 講談社 1979 708/ﾆ8/6 ○

7 イヌの考古学 内山 幸子∥著 同成社 2014 K/740/ﾀ1/6 〇

8 大鏡 和田 英松∥校訂 一穂社 2005 913.393/ｵｵ ○

9 日本書紀 2 坂本 太郎∥[ほか]校注 岩波書店 2003 210.3/ﾆﾎ/2 ○

10 玉葉 第1 [藤原 兹実∥著] 国書刊行会 1906
210.39/ｸ1/
1-1

11 万葉集注釈 巻第7 沢瀉 久孝∥著 中央公論社 1977
911.12/ｵ1/
4-7

○

12 万葉集注釈 巻第13 沢瀉 久孝∥著 中央公論社 1977
911.12/ｵ1/
4-13

○

13 源氏物語 6
[紫式部∥著]
山岸 徳平∥校注

岩波書店 1994 913.36/ﾑﾗ/6 ○

14
現代語訳 日本の古典 5 源氏物
語

紫式部∥著
円地  文子∥訳

学研 1979 918/ｹﾞﾝ/5 ○

15 枕草子 [清尐納言∥著] 岩波書店 1993 914.3/ｾｲ ○

16 現代語訳 日本の古典 6 枕草子
清尐納言∥著
秦  恒平∥訳

学研 1980 918/ｹﾞﾝ/6 ○

犬をめぐる信仰
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

17 図説日本民俗学 福田 アジオ∥[ほか]編 吉川弘文館 2009.11 382.1/ｽﾞｾ 〇

18 郷土玩具 第1
牧野玩太郎/稲田年行∥
編著　榊原和夫∥撮影

読売新聞社 1969 759.9/ﾏｷ/1 〇

19 菟玖波集 下
良基/救済∥[撰]
樋口 功∥校訂解題

天青堂 1924 911.308/ｺ1/2

20 日本のおもちゃ
清水 晴風/西澤 笛畝∥画
畑野 栄三∥監修解説
林 直輝∥図版解説

芸艸堂 2009.5 759.9/ｼﾐ ○

21 江戸雛形 1 マール社編集部∥編 アディン書房 1975.8 721.8/ﾏ1/1 〇

22 石川啄木全集 第3巻 石川 啄木∥著 筑摩書房 1979 ﾀｸ/8/30/3 ○

23 獅子と狛犬 MIHO MUSEUM∥編 青幻舎 2014.9 702.09/ｼｼ 〇

24
日本古典全集 12より
信西古楽図（複製パネル）

正宗　敦夫∥編纂校訂
日本古典全集刊行
会

1927.12 081/ﾆ10/12

25 随筆大観 第1
井上 頼∥校　田辺 勝哉
/井上 頼教∥編

国書出版協会 1910 081/ｽﾞ1/1

26 人と動物の日本史 4
中村 生雄∥編
三浦 佑之∥編

吉川弘文館 2009.4 210.04/ﾋﾄ/4 〇

27 日本人の宗教と動物観 中村 生雄∥著 吉川弘文館 2010.9 383.81/ﾅｶ 〇

28 妖怪図譜 別冊太陽 安村 敏信∥監修 平凡社 2014.7 721.025/ﾖｳ 〇
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No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

29 図説憑物呪法全書 豊嶋 泰国∥著 原書房 2002.7 387/ﾄﾖ 〇

犬と芸術
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号/所蔵先 館外貸出

30
日本絵巻大成4 信貴山縁起より
尼公巻 11紙(複製パネル)

小松　茂美∥編 中央公論社 1977 721.2/ﾆ4/1-4 ○

31
新修日本絵巻物全集16 春日権
現験記絵より 第1巻第3段、第7巻
第2段、第13巻第2段(複製パネル)

ー 角川書店 1978 721.2/ﾆ3/16 ○

32
国宝法然上人行状絵図1より
第1巻第3図(複製パネル)

中井 眞孝∥監修 編
浄土宗 総本山知恩
院

2014.3 188.62/ｺｸ/1 ○

33
円山応挙 別冊太陽より
狗子図、朝顔狗子図杉戸(複製パネ
ル)

金子 信久∥監修 平凡社 2013.4 721.6/ﾏﾙ ○

34
長沢芦雪 別冊太陽より
降雪狗児図、犬図屏風(複製パネル)

狩野 博幸∥監修 平凡社 2011.4 721.6/ﾅｶﾞ ○

35
若冲百図 別冊太陽より
百犬図(複製パネル)

小林 忠∥監修 概説 平凡社 2015.3 721.4/ｲﾄ ○

36
秘蔵浮世絵大観 1 より
蛮館図 蛮酋飲宴図、水辺に犬を連
れる美人図

ー 講談社 1987.6 721.8/ｳ8/1-1 ○

37
生写異国人物　払郎察小娘引犬
散歩之図(複製パネル)

五雲亭 貞秀 ー 1860

38
名所江戸百景傑作集より
高輪うしまち

[安藤　広重∥画] 共同通信社開発局 1973 721.8/ｱ2/9 ○

39 絵入南総里見八犬伝 [1巻] 曲亭 馬琴翁∥著 銀花堂 1897.5
913.56/
ﾀ1/10-1

2.犬の郷土史

江戸時代の犬
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号/所蔵先 館外貸出

40 千代田之御表 犬追物
(複製パネル)

楊洲 周延 福田初治郎 1897

41 御当家令条 ― ー
寛文-元禄年間
(1661～1704)

32/1

42 戸田茂睡全集 御当代記 戸田 茂睡∥[著] 国書刊行会 1915 081.8/ｷｸ4

43
国史大系 第42巻
徳川実紀 第5篇

黒板 勝美∥編輯 国史大系刊行会 1931
210.08/
ﾉﾑ1/42

○

44
国史大系 第43巻
徳川実紀 第6篇

黒板 勝美∥編輯 国史大系刊行会 1931
210.08/
ﾉﾑ1/43

○

45
南部藩家老席日誌 雑書
元禄2年11月9日条
(マイクロフィルム複製)

ー ー ー ー

46
南部藩家老席日誌 雑書
元禄12年7月24日条
(マイクロフィルム複製)

ー ー ー ー

47
南部藩家老席日誌 雑書
元禄12年9月21日条
(マイクロフィルム複製)

ー ー ー ー

48
内史略　(前十)
[元禄八年冷凶作]

横川 良助 ー 江戸後期 21.5/1

49
内史略　(后三)
[公義馬医犬を殺し切腹]

横川 良助 ー 江戸後期 21.5/1

岩手犬
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

50 往古日本犬写真集 岡田 睦夫∥著 誠文堂新光社 2002 645.6/ｵｶ 〇

51 岩手県大鑑 新岩手日報社∥編 新岩手社 1940 K/030/ｼ1/1ｲ

52 日本犬
長倉 義夫∥編著
広田 尚敬∥写真

講談社 1972 645.6/ﾅ2/2 〇

53 日本犬大観 愛犬の友編集部∥編 誠文堂新光社 1987 489.5/ｾ1/1 〇

54 マタギ 太田　雄治∥著 八幡書店 1989 K/659/ｵ2/1 〇

国立国会図書館所蔵

国立国会図書館所蔵
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No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

55 日本犬百科 渡辺 肇∥著 誠文堂新光社 1974 645.6/ﾜ1/1 〇

No 新聞名 館外貸出

56 もりおか新聞
（原紙複製）

もりおかわんこ 今むかし
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

57 てくり　第11～22号 まちの編集室∥編集 まちの編集室 2010～2016 KS/05/ﾃ2 〇

No 新聞名 館外貸出

58 もりおか新聞
（原紙複製）

59 もりおか新聞
（原紙複製）

60 もりおか新聞
（原紙複製）

61 もりおか新聞
（原紙複製）

62 もりおか新聞
（原紙複製）

63 もりおか新聞
（原紙複製）

64 もりおか新聞
（原紙複製）

3.犬と生きる

社会で活躍する犬たち
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

65 盲導犬クイールの一生 石黒 謙吾∥文 文芸春秋 2001.4 K/369.275/ｱｷ ○

66 ベイリー、大好き 岩貞 るみこ∥文 小学館 2011.11 493.9/ｲﾜ ○

67 犬たちがくれた音 高橋 うらら∥著 金の星社 2007.12 J/645/ﾀｶ ○

68 災害救助犬レイラ 井上 こみち∥著 講談社 2012.6 H/369.3/ｲﾉ ○

69 麻薬探知犬アーク 桑原 崇寿∥作 ハート出版 2003.6 J/498/ｸﾜ ○

70
警察犬
社会でかつやくするイヌたち(2)

こどもくらぶ∥編 著 鈴木出版 2005.2 J/645/ｹｲ ○

71 ぼくは、チューズデー

ルイス カルロス モンタル
バン∥文 ブレット ウィッ
ター∥共著 ダン ディオン
∥写真

ほるぷ出版 2015.5 ｴﾎﾝ/ﾓ ○

72
犬に本を読んであげたことあ
る?

今西 乃子∥文 講談社 2006.6 J/019/ｲﾏ ○

73 わたしの病院、犬がくるの 大塚 敦子∥写真 文 岩崎書店 2009.11 ｴﾎﾝ/ｵ ○

No 新聞名 館外貸出

74 岩手日報
（原紙複製）

失われる命
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

75
犬たちをおくる日  この命、灰
になるために生まれてきたんじゃ
ない

今西 乃子∥著 金の星社 2009.7 J/645/ｲﾏ ○

76
子犬工場　いのちが商品にされる
場所

大岳 美帆∥著 WAVE出版 2015.11 J/645/ｵｵ ○

77 ボクたちに殺されるいのち 小林 照幸∥著 河出書房新社 2010.11 Y/645.6/ｺﾊﾞ ○

78
AERA　第28巻44号（通巻1530
号）

ー 朝日新聞出版 2015.10 S/051/ｱ5

79 動物のいのちを考える
高槻 成紀∥編著
政岡 俊夫∥ほか共著

朔北社 2015.10 480.4/ﾀｶ ○

昭和33年(1958)1月5日
「ワンワン物語③ マタギで名上ぐ」

内容

内容

内容
昭和33年(1958)1月1日
「ワンワン物語① オレは大横綱」

昭和33年(1958)2月7日
「ワンワン物語⑱ 優秀軍用犬」

平成28年(2016)10月17日
「補助犬知って支えて」

昭和33年(1958)1月11日
「ワンワン物語⑥ 白いコート着て」
昭和33年(1958)1月19日
「ワンワン物語⑩ 千五百圓の散髪料」
昭和33年(1958)1月25日
「ワンワン物語⑬ 音樂に合わせ」
昭和33年(1958)2月3日
「ワンワン物語⑯ 寒さに弱い」
昭和33年(1958)2月5日
「ワンワン物語⑰ 岩手山征服」
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No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

80
ばっちゃん　助けられた繁殖犬
たち

井上 夕香∥文 小学館 2000.8 J/645/ｲﾉ ○

No 新聞名 館外貸出

81 朝日新聞
(電子資料複製)

守られる命
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

82
ありがとう 動物いのちの会いわ
て14年の記録

下机 勉∥写真
山中 章子∥文

エーフォーパブ
リッシング

2014.10 K/659.6/ﾄﾞｳ

83
いのちの花  捨てられた犬と猫の
魂を花に変えた私たちの物語

向井 愛実∥著 WAVE出版 2014.8 Y/645.6/ﾑｶ 〇

84
ゼロ! こぎゃんかわいか動物がな
ぜ死なねばならんと?

片野 ゆか∥著 集英社 2012.6 645.6/ｶﾀ ○

85 君と一緒に生きよう 森 絵都∥著 毎日新聞社 2009.3 645.6/ﾓﾘ ○

86 犬の十戒 長谷川 理恵∥訳[著] 日本文芸社 2004.10 645.6/ﾊｾ ○

87 いぬとわたしの10のやくそく
落合 恵子∥訳
メグ ホソキ∥絵

リヨン社 2007.12 ｴﾎﾝ/ﾒ ○

No 新聞名 館外貸出

88 朝日新聞
（電子資料複製）

犬と著名人
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

89 川端康成全集 第13巻 川端 康成∥著 新潮社 1977
918.6/ｶ1/
2-13

○

90 北極圏一万二千キロ 植村 直己∥[著] 文芸春秋 1979 297.8/ｳ1/1 ○

91 ニッポンの犬
岩合 光昭∥写真
岩合 日出子∥文

平凡社 1998.10 645.6/ｲﾜ ○

92
どうして犬が好きかっていうと
ね

キム レヴィン∥写真 文
江国 香織∥訳

竹書房 2002.7 645.6/ﾚｳﾞ ○

93 博士の本棚 小川 洋子∥著 新潮社 2007.7 914.6/ｵｶﾞ ○

94
文芸春秋 第82巻第5号 臨時増刊号
特別版 犬のいる人生犬のいる暮ら
し

ー 文芸春秋 2004.3 S/051/ﾌﾞ6

95 植村直己と氷原の犬アンナ
関 朝之∥作
日高 康志∥画

ハート出版 2005.4 J/297/ｾｷ 〇

96 犬 阿部 知二∥[ほか]著 中央公論新社 2004.7 645.6/ｲﾇ 〇

97 愛犬幸福論
PHP研究所∥編
小川 洋子∥[ほか著]

PHP研究所 2006.11 645.6/ｱｲ 〇

98 犬の話 角川書店∥編 角川書店 2002.9 645.6/ｲﾇ 〇

内容

内容
平成28年(2016)6月4日
「小さな命のリレー尐しずつ 犬の殺処分、半減 昨年度 猫も4割の減」

平成27年(2015)3月24日
「「引き取り屋」という闇」
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犬と暮らす
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

1 極北に駆ける 植村 直己∥著 山と渓谷社 2000.7 297.8/ｳｴ ○

2 The days of North 野崎 勲∥著
クリエイト・ク
ルーズ

1998.5 297.8/ﾉｻﾞ ○

3
火事を知らせる猫贈り物をする
犬

クリスティン　フォン
クライスラー∥著

光文社  2003.1 480.4/ﾌｵ ○

4 どうぶつ命名案内 石田 戢∥著 社会評論社 2009.4 480.76/ｲｼ ○

5 あなたの帰りがわかる犬
ルパート　シェルドレイ
ク∥著

工作舎 2003.1 481.78/ｼｴ ○

6
犬にどこまで日本語が理解でき
るか

日本ペンクラブ∥編 光文社 2002.3 645.6/ｲﾇ ○

7 イヌの本音 武内 ゆかり∥監修 ナツメ社 2005.12 645.6/ｲﾇ ○

8 犬と分かちあう人生
エリザベス　オリバー∥
著

晶文社出版 1999.2 645.6/ｵﾘ ○

9
保健所犬の飼い主になる前に
知っておきたいこと

片野 ゆか∥著 新潮社 2013.8 645.6/ｶﾀ ○

10 老犬の飼い方 川口 国雄∥著 文一総合出版 2013.8 645.6/ｶﾜ ○

11 イヌは飼い主に似る 利岡 裕子∥著 三笠書房 2002.10 645.6/ﾄｼ ○

12 なごみちゃん犬を飼う
浅野 明子∥監修
黄田 玲子∥[ほか]編集
執筆

全国消費生活相談
員協会

2010.2 645.6/ﾅｺﾞ ○

13 待っている犬 ドックウッド∥著 角川書店 2012.2 645.6/ﾏﾂ ○

14 きょうもわんこ 松本 大輔∥写真 コンパス 2002.4 645.6/ﾏﾂ ○

15 おいで、一緒に行こう 森 絵都∥著 文藝春秋 2012.4 645.6/ﾓﾘ ○

16 Dog paradise
オーサ リンドホルム∥
写真　藤田 りか子∥文

平凡社 2002.6 645.6/ﾘﾝ ○

17
なぜうちの犬は、トイレの水を
飲むのでしょうか?

ジョン ロス/バーバラ
マッキニー∥著

メディアファクト
リー

1999.5 645.6/ﾛｽ ○

18 ワン和辞典 小暮 規夫∥監修 二見書房 2003.8 645.6/ﾜﾝ ○

19 愛犬のための食べもの栄養事典 須崎 恭彦∥著 講談社 2011.5 645.63/ｽｻ ○

20 犬の医学 田中 茂男∥総監修 時事通信出版局 2011.7 645.66/ｲﾇ ○

21 イラストでみる犬学
林 良博∥監修
太田 光明∥[ほか]編集
委員

講談社 2000.6 645.66/ｲﾗ ○

22
今こそ知っておきたい犬の難
病・フィラリア症の実態

黒川 和雄∥著 小学館スクウェア 2006.5 645.66/ｸﾛ ○

23 犬の介護に役立つ本 高垣 育/上田 泰正∥著 山と溪谷社 2015.3 645.66/ﾀｶ ○

24 眼が丌自由な犬との暮らし方
キャロラインD.レヴィン
∥著

緑書房 2014.6 645.66/ﾚｳﾞ ○

25 きみとあるけば 伊集院 静∥文 朝日新聞社 2002.7 914.6/ｲｼﾞ ○

26 ハラスのいた日々 中野　孝次∥著 文芸春秋 1987.2 914.6/ﾅ35/2 ○

27 犬と猫と人間と 飯田 基晴∥著
太郎次郎社エディ
タス

2010.10 Y/645.6/ｲｲ ○

28 山古志村のマリと三匹の子犬 桑原 眞二∥著 文藝春秋 2005.2 Y/916/ｸﾜ ○

29 ちいさいいのちたち 川杉 知恵∥文 東銀座出版社 2003.12 K/645.6/ｶﾜ ○

30
犬とくらす犬と生きるまるごと
犬百科　2

― 金の星社 2005.3 J/645/ｲﾇ/2 ○

31 捨て犬その命の行方 今西 乃子∥文 学研教育出版 2015.2 J/645/ｲﾏ ○

32 イヌカウコドモ 金森 美智子∥文 童話屋 2013.2 J/645/ｶﾅ ○

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 

館外貸出用図書 
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No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

33 こいぬがうまれるよ ジョアンナ コール∥文 福音館書店 1982.11 J/645/ｺﾙ ○

34 イヌとネコのふしぎ101 武内 ゆかり∥文 偕成社 2016.2 J/645/ﾀｹ ○

35 ペットの幸福度 新美 景子∥著 大月書店 2009.3 J/645/ﾆｲ ○

36 グレイのしっぽ いせ ひでこ∥作 理論社 1999.6 J/914/ｲｾ ○

はたらく犬
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

37 パピーウォーカー 石黒 謙吾∥文　写真 全日出版 2003.6 369.275/ｲｼ ○

38 セラピードッグの子守歌 真並 恭介∥著 講談社 2011.11 493.758/ｼﾝ ○

39 犬と話をつけるには 多和田 悟∥著 文藝春秋 2006.6 B/645.6/ﾀﾜ ○

40 <刑務所>で盲導犬を育てる 大塚 敦子∥著 岩波書店 2015.2 Y/326.52/ｵｵ ○

41 介助犬を育てる尐女たち 大塚 敦子∥著 講談社 2012.6 Y/327.953/ｵｵ ○

42 駅長マロン 講談社MouRa∥著 編 講談社 2008.11 K/645.6/ｴｷ ○

43 ごみを拾う犬もも子 中野 英明∥作 ハート出版 2006.8 K/645.6/ﾅｶ ○

44 ごみを拾う犬もも子のねがい 中野 英明∥作 ハート出版 2008.11 K/645.6/ﾅｶ ○

45 カラフト犬物語 北村　泰一∥著 教育社 1982.12 J/297/ﾁﾕｳ1 ○

46 聴導犬ロッキー 桑原 崇寿∥作 ハート出版 2006.4 J/645/ｸﾜ ○

47 警察犬 こどもくらぶ∥編　著 鈴木出版 2005.2 J/645/ｹｲ ○

48 救助犬ベア
スコット シールズ/ナン
シー M.ウェスト∥著

金の星社 2005.12 J/645/ｼﾙ ○

49 タレント犬 こどもくらぶ∥編　著 鈴木出版 2005.3 J/645/ﾀﾚ ○

50 はたらく犬　第1～4巻 日本補助犬協会∥監修 学研 2004.1
J/645/ﾊﾀ/
1～4

○

51 クマ追い犬タロ 米田 一彦∥著 小峰書店 2001.10 J/645/ﾏｲ ○

52 郵便犬ポチの一生 綾野 まさる∥作 ハート出版 2002.9 J/913/ｱﾔ ○

53 ほんとうの南極犬物語 綾野 まさる∥作 ハート出版 2006.7 J/913/ｱﾔ ○

54 ほんとうのハチ公物語 綾野 まさる∥作 ハート出版 1998.12 J/913/ｱﾔ ○

55 見習い警察犬きな子
浜田 秀哉/俵 喜都∥脚
本　ひろはた えりこ∥
文 構成

汐文社 2010.6 J/913/ﾊﾏ ○

56 今日からは、あなたの盲導犬
日野 多香子∥文
増田 勝正∥写真

岩崎書店 2007.10 ｴﾎﾝ/ﾋ ○

犬のお話・絵本・小説
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

57 しばわんこの和のこころ 川浦 良枝∥絵と文 白泉社 2002.1 386.1/ｶﾜ/1 ○

58 はるがいったら 飛鳥井 千砂∥著 集英社 2006.1 913.6/ｱｽ ○

59 犬と私の10の約束 川口 晴∥著 文藝春秋 2007.7 913.6/ｶﾜ ○

60 カフーを待ちわびて 原田 マハ∥著 宝島社  2008.5 913.6/ﾊﾗ ○

61 昭和の犬 姫野 カオルコ∥著 幻冬舎 2013.9 913.6/ﾋﾒ ○

62 ロング・ドッグ・バイ 霞 流一∥作 理論社 2009.4 Y/913.6/ｶｽ ○

63 約束の森 沢木 冬吾∥著 角川書店 2012.2 K/913.6/ｻﾜ ○

64 南総里見八犬伝  1～4
滝沢 馬琴∥原作
浜 たかや∥編著

偕成社 2002.3～4
J/913/ﾀｷ/
1～4

○
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No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

65 ワンワンものがたり 千葉 省三∥著 日本図書センター 2006.4 J/913/ﾁﾊﾞ ○

66 リリがのこしてくれたもの はらだ ゆうこ∥さく 旺文社 2000.4 J/913/ﾊﾗ ○

67 フランダースの犬 ウィーダ∥作 ポプラ社 2015.11 J/933/ｳｲ ○

68
シャーロック・ホウムズ
バスカーヴィル家の犬

コナン　ドイル∥作 岩波書店 2000.11 J/933/ﾄﾞｲ ○

69 リュックのおしごと いちかわ なつこ∥作絵 ポプラ社 2002.10 ｴﾎﾝ/ｲ ○

70 しあわせないぬになるには
ジョー　ウィリアムソン
∥作　絵

徳間書店 2016.1 ｴﾎﾝ/ｳ ○

71 バルト 氷の海を生きぬいた犬
モニカ　カルネシ∥作
絵

徳間書店 2014.12 ｴﾎﾝ/ｶ ○

72 いつでも会える 菊田 まりこ∥著 学研 1998.12 ｴﾎﾝ/ｷ ○

73 ぼくとポチの新発犬図鑑 きたやま ようこ∥作 理論社 2003.11 ｴﾎﾝ/ｷ ○

74 ごめんねごん
木村 裕一∥作
岡村 好文∥絵

偕成社 1998.7 ｴﾎﾝ/ｷ ○

75 おいで、フクマル
くどう なおこ∥さく
ほてはま たかし∥え

小峰書店 2009.6 ｴﾎﾝ/ｸ ○

76 いぬがかいた～い! ボブ　グラハム∥さく 評論社 2006.6 ｴﾎﾝ/ｸﾞ ○

77 ぶーちゃんとおにいちゃん 島田 ゆか∥著 白泉社 2004.11 ｴﾎﾝ/ｼ ○

78 どろんこハリー
ジーン  ジオン∥ぶん
マーガレット ブロイ グ
レアム∥え

福音館書店 1964.3 ｴﾎﾝ/ｼﾞ ○

79 あお
ポリー ダンバー∥さく
え

フレーベル館 2005.1 ｴﾎﾝ/ﾀﾞ ○

80 いぬかって! のぶみ∥作 絵 岩崎書店 2006.11 ｴﾎﾝ/ﾉ ○

81 ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎∥作 文研出版 1975 ｴﾎﾝ/ﾊ ○

82 マドレーヌといぬ
ルドウィッヒ ベーメル
マンス∥作 画

福音館書店 1973.5 ｴﾎﾝ/ﾃｲ343 ○

83 ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス　ウィルヘルム∥
えとぶん

評論社 1988.11 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2411 ○

84 アンジュール
ガブリエル　バンサン∥
作

ブックローン出版 1986.5 ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ59 ○

雑学・その他
No 資料名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

85 人生はワンチャンス!
水野 敬也/長沼 直樹∥
著

文響社 2012.12 159.2/ﾐｽﾞ ○

86 日本の動物法 青木 人志∥著 東京大学出版会 2009.8 480.9/ｱｵ ○

87 よくわかる犬の遺伝学 尾形 聡子∥著 誠文堂新光社 2014.1 489.56/ｵｶﾞ ○

88 日本の犬 菊水 健史∥ほか著 東京大学出版会 2015.12 645.6/ﾆﾎ ○

89 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 2016.3 645.6/ﾋﾟﾂ ○

90 いぬ・ねこせかい地図絵本 高井 ジロル∥編著 カンゼン 2008.6 J/645/ﾀｶ ○
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