
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

闇の夜に ブルーノ・ムナーリ／著 河出書房新社 2005 726/ﾑﾅ

デューク 江国 香織／文 講談社 2000 B726.6/ﾔﾏ

作家の犬 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2007 910.26/ｻｯ

作家の猫 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2006 910.26/ｻｯ

はるがいったら 飛鳥井 千砂／著 集英社 2009 B913.6/ｱｽ

猫を抱いて象と泳ぐ 小川 洋子／著 文藝春秋 2009 913.6/ｵｶﾞ

モノレールねこ 加納 朋子／著 文藝春秋 2006 913.6/ｶﾉ

ブランケット・キャッツ 重松 清／著 朝日新聞出版 2011 B913.6/ｼｹﾞ

本を守ろうとする猫の話 夏川 草介／著 小学館 2017 913.6/ﾅﾂ

猫鳴り 沼田 まほかる／著 双葉社 2010 B913.6/ﾇﾏ

猫に時間の流れる 保坂 和志／著 新潮社 1994 913.6/ﾎｻ

パーフェクト・ブルー 宮部 みゆき／著 新潮社 2008 913.6/ﾐﾔ

ワンダフルストーリー 伊坂 幸犬郎／著 PHP研究所 2014 913.68/ﾜﾝ

ロング・ドッグ・バイ 霞 流一／作 理論社 2009 913/ｶｽ

えいご・ねこはしる くどう なおこ／作 童話屋 2014 913/ｸﾄﾞ

きみの犬です 令丈 ヒロ子／作 理論社 1998 913/ﾚｲ

グレイのしっぽ いせ ひでこ／作 理論社 1999 914/ｲｾ

ノラや 内田 百間／著 中央公論新社 1997 B914.6/ｳﾁ

ベルナのしっぽ 郡司 ななえ／著 ナナ・コーポレート・コミュニケーション 2003 916/ｸﾞﾝ

夏への扉 ロバート・A.ハインライン／著 早川書房 2009 933.7/ﾊｲ

空飛び猫 アーシュラ・K・ル=グウィン／著 講談社 1993 933.7/ﾙｸﾞ

極北の犬トヨン ニコライ・カラーシニコフ／作 徳間書店 1997 933/ｶﾗ

運命の騎士 ローズマリ・サトクリフ／作 岩波書店 2009 933/ｻﾄ

ウルフィーからの手紙 パティ・シャーロック／作 評論社 2006 933/ｼﾔ

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 933/ﾄﾞｲ

まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス／作 岩波書店 1989 933/ﾋﾟｱ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

僕に生きる力をくれた犬 NHK BS「プリズン・ドッグ」取材班／著 ポット出版 2011 326.9/ﾎﾞｸ

<刑務所>で盲導犬を育てる 大塚 敦子／著 岩波書店 2015 326/ｵｵ

盲導犬サーブ 手島 悠介／著 講談社 2010 369/ﾃｼ

世界の犬の民話 日本民話の会外国民話研究会／編訳 三弥井書店 2009 388/ｾｶ

ベイリー、大好き 岩貞 るみこ／文 小学館 2011 493.9/ｲﾜ

いちばんよくわかる犬種図鑑 奥田 香代／監修 メイツ出版 2014 645.6/ｲﾁ

犬部! 片野 ゆか／著 ポプラ社 2010 645.6/ｶﾀ

図鑑世界の犬 小島 豊治／著 Collar出版 2012 645.6/ｺｼﾞ

イヌの「困った!」を解決する 佐藤 えり奈／著 ソフトバンククリエイティブ 2012 645.6/ｻﾄ

室内犬の飼い方・しつけ方BOOK 佐藤 真貴子／監修 成美堂出版 2014 645.6/ｼﾂ

最新イヌの心理 武内 ゆかり／著 ナツメ社 2011 645.6/ﾀｹ

ダーシェンカ カレル・チャペック／著 青土社 2015 645.6/ﾁｬ

はじめての柴犬との暮らし方 Shi‐Ba編集部／編 日東書院本社 2014 645.6/ﾊｼﾞ

働く犬大全 - イカロス出版 2011 645.6/ﾊﾀ

待っている犬 ドックウッド／著 角川書店 2012 645.6/ﾏｯ

いのちの花 向井 愛実／著 WAVE出版 2014 645.6/ﾑｶ

君と一緒に生きよう 森 絵都／著 毎日新聞社 2009 645.6/ﾓﾘ

犬と、いのち 渡辺 眞子／文 朝日新聞出版 2010 645.6/ﾜﾀ

甲斐犬の神髄、ここにあり。 雨宮 精二／著 和器出版 2017 K64/ｱﾒ

犬たちからの贈りもの 中村 幹／監修 本の泉社 2008 K64/ｲﾇ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

なぜねこは幸せに見えるの? 左近司 祥子／著 講談社 2012 104/ｻｺ

犬、そして猫が生きる力をくれた 大塚 敦子／著 岩波書店 2016 B369.2/ｵｵ

石巻・にゃんこ島の奇跡 石丸 かずみ／著 アスペクト 2012 369.3/ｲｼ

猫の神話 池上 正太／著 新紀元社 2013 388/ｲｹ

世界の猫の民話 日本民話の会外国民話研究会／編訳 三弥井書店 2010 388/ｾｶ

世界の美しい野生ネコ フィオナ・サンクイスト／著 エクスナレッジ 2016 489.5/ｻﾝ

世界の美しい猫 ダーリーン・アーデン／文 グラフィック社 2016 645.7/ｱﾃﾞ

最新ネコの心理 今泉 忠明／著 ナツメ社 2011 645.7/ｲﾏ

いい猫(こ)だね 岩合 光昭／著 山と溪谷社 2015 645.7/ｲﾜ

作家と猫のものがたり yom yom編集部／編 新潮社 2010 645.7/ｻｯ

猫づくし日本史 武光 誠／著 河出書房新社 2017 645.7/ﾀｹ

ちっぽけ村に、ねこ10ぴきと。 どい かや／著 白泉社 2011 645.7/ﾄﾞｲ

ときめく猫図鑑 今泉 忠明／監修 山と溪谷社 2016 645.7/ﾄｷ

ネコの本音 今泉 忠明／監修 ナツメ社 2005 645.7/ﾈｺ

俳句・短歌・川柳と共に味わう猫の国語辞典 佛渕 健悟／編 三省堂 2016 645.7/ﾊｲ

猫と魔術と神話事典 M.オールドフィールド・ハウイ／著 柏書房 2010 645.7/ﾊｳ

まるごとわかる猫種大図鑑 早田 由貴子／監修 学研パブリッシング 2014 645.7/ﾏﾙ

図書館ねこベイカー&テイラー ジャン・ラウチ／著 早川書房 2016 645.7/ﾗｳ

江戸猫 稲垣 進一／著 東京書籍 2010 721.8/ｲﾅ

I LOVE猫♥絵本 MOE編集部／編 白泉社 2015 726.6/ｱｲ
ほか 山梨県立図書館

　　　　　　やっぱり、いぬ

　　　　　もちろん、ねこ


