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動物の絵本
書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 排架場所 請求記号

ごんぎつね(おはなし名作絵本:1)
新美南吉文 : 箕田源

二郎絵
ポプラ社 1972.11 0198316 特集

コーナー
909/O 27/1

てぶくろ -ウクライナ民話-(世界傑作絵本シ
リーズ・ソビエトの絵本)

エウゲーニ・M・ラ

チョフ え  うちだり

さこやく

福音館書店 1965 0166813 特集
コーナー

983.8/R 11

いたずら子犬ポシャンとポト(ブッシュの絵本)
ヴィルヘルム・

ブッシュ 文・絵  上
田真而子訳

岩波書店 1986 0102273 特集
コーナー

943.8/B 95

ず-っとずっとだいすきだよ(児童図書館・絵本
の部屋)

ハンス・ウィルヘ

ルムえとぶん/久山

太市やく

評論社 1988.11 0205976 特集
コーナー

933/W 73

11ぴきのねこ 馬場のぼる著 こぐま社 1967 0183992 特集
コーナー

913.8/B 12

ぐりとぐら(こどものとも傑作集)
なかがわりえこ

［著］/おおむらゆ

りこ［絵］

福音館書店 1963 0166798 特集
コーナー

913.8/N 32

ねずみくんのチョッキ(絵本のひろば:5) なかえよしを作/上
野紀子絵

ポプラ社 1974 0183997 特集
コーナー

913.8/N 31

サーカスのライオン(おはなし名作絵本:16) 川村たかし文/斉藤

博之絵
ポプラ社 1974 0198331 特集

コーナー
909/O
27/16

くろねこかあさん(幼児絵本シリーズ) 東君平さく 福音館書店 1990 0184010 特集
コーナー

913.8/H 55

昆虫・動物・飼育・環境の授業(子どもを変え
る小学校理科:2)

堀哲夫編著 地人書館 1997.1 0211810 特集
コーナー

375.422/Ko
21/2

「動物のものがたり」をつくった椋鳩十 : 聞き書き・椋鳩十のすべて(ヒューマ

ンブックス. 「児童文学」をつくった人たち:9) 本村寿一郎著 ゆまに書房 1998.6 0164768 特集
コーナー

909/J 48/9

感性を育む飼育活動 : 自然の中で保育を豊かに
(遊び・労働と幼児の発達:2)

阿部富士男著 あゆみ出版 1989 0155156 特集
コーナー

376.154/A
12

「ごんぎつね」をつくった新美南吉 : 人間・新美南吉(ヒューマンブックス.
「児童文学」をつくった人たち:10) かつおきんや著 ゆまに書房 1998.6 0164769 特集

コーナー
909/J 48/10

子どもが動物に出会うとき 並木美砂子著 風間書房 2008.11 0212748 特集
コーナー

480.76/N
47

言語学科生におすすめ
動物の考古学(人と動物の日本史:1) 西本豊弘編 吉川弘文館 2008.12 0212878 特集

コーナー
210.04/H

77/1

万葉動物考 正編 1 東光治著 有明書房 1986 0086561 特集
コーナー

911.126/H
55/1

日本昔話集成 第１部 1 関敬吾著 角川書店 1972 0046977 特集
コーナー

388.1/Se24/
1

猫と民話 -日本の猫・外国の猫-(民話の手帖) 日本民話の会［編］ 童心社 1995 0149234 特集
コーナー

388.1/N 62

動物と現代社会(人と動物の日本史:3) 菅豊編 吉川弘文館 2009.3 0213302 特集
コーナー

210.04/H
77/3

歴史のなかの動物たち(人と動物の日本史:2) 中澤克昭編 吉川弘文館 2009.1 0212879 特集
コーナー

210.04/H
77/2

信仰のなかの動物たち(人と動物の日本史:4) 中村生雄, 三浦佑之

編
吉川弘文館 2009.4 0213328 特集

コーナー
210.04/H

77/4

福祉学科生におすすめ
医療と福祉のための動物介在療法(別冊総合ケ
ア)

高柳友子[ほか]編 医歯薬出版 2003.7 0200054 特集
コーナー

146.8/I 67

今回のテーマ “ 癒されたいの。かわいい動物たち。～動物の本特集～”

特集コーナーで紹介している本です！

初等教育学科教生におすすめ

LIBRARIAN のおすすめ本コーナー ブックリスト 2012-5 
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動物と福祉 : 介助犬・アニマルセラピーから動
物感染症まで

高柳友子著 明石書店 2004.6 0203047 特集
コーナー

369.27/Ta5
7

名医ジャスティン : 奇跡を起こすセラピードッ
グ(介護Library)

生長豊健著 講談社 2008.11 0216212 特集
コーナー

146.8/I 34

イルカがくれた奇跡 : 障害児とアニマルセラ
ピー

カタリーナ・ツィ

ンマー [著]/今泉み

ね子訳

白水社 2006.1 0216971 特集
コーナー

146.8/Z 4

犬が生きる力をくれた : 介助犬と人びとの物
語

大塚敦子著 岩波書店 1999.6 0201092 特集
コーナー

369.27/O
88

盲導犬キースのヒト観察記 : 支え合うヒト達のフクシを見
つめて

星野有史著 相川書房 2008.9 0214050 特集
コーナー

369/H 92

愛犬ボタンはぼくの耳：聴導犬ものがたり
リンダ＝イェトマン作/く
めみのる訳/こうもとさち
こ絵

偕成社 1991 0171934 特集
コーナー

933/Y 69

心理学科生におすすめ
人はなぜ犬や猫を飼うのか : 人間を癒す動物た
ち

有馬もと著 大月書店 1996.8 0188408 特集
コーナー

645.6/A 72

コンパニオン・アニマル : 人と動物のきずなを
求めて

A.H.キャッチャー,
A.M.ベック編/コン

パニオン・アニマ

誠信書房 1994.8 0187557 特集
コーナー

645.9/C85

ペットと生きる : ペットと人の心理学
B.ガンター著/安藤

孝敏, 種市康太郎,
金児恵訳

北大路書房 2006.5 0205603 特集
コーナー

146.8/G 94

ペットの力 : 知られざるアニマルセラピー
マーティ・ベッ

カー, ダネル・モー

トン著/寺尾まち子

主婦の友社 2003.5 0197958 特集
コーナー

146.8/B 31

動物は身近なお医者さん : アニマル・セラピー
日本動物病院福祉

協会編
広済堂出版 1996.12 0200053 特集

コーナー
146.8/D 81

名医ジャスティン : 奇跡を起こすセラピードッ
グ(介護Library)

生長豊健著 講談社 2008.11 0216212 特集
コーナー

146.8/I 34

イルカがくれた奇跡 : 障害児とアニマルセラ
ピー

カタリーナ・ツィ

ンマー [著]/今泉み

ね子訳

白水社 2006.1 0216971 特集
コーナー

146.8/Z 4

The tale of the pie and the patty-pan Original and
authorized ed

by Beatrix Potter F. Warne 2002 0209825
特集

コーナー
933.8/P
85/17

Cecily Parsley's nursery rhymes Original and
authorized ed

by Beatrix Potter F. Warne 2002 0209812
特集

コーナー
933.8/P
85/23

The tale of Samuel Whiskers, or, the roly-poly
pudding Original and authorized ed

by Beatrix Potter F. Warne 2002 0209822
特集

コーナー
933.8/P
85/16

ちいさなうさこちゃん(子どもがはじめてであう絵本:1)
ディック・ブルーナ ぶ
ん・え/いしいももこ
やく

福音館書店 1964 0166804
特集

コーナー
943.8/B 78

miffy Dick Bruna Egmont UK Limited 1997 0209816
特集

コーナー
943/B 78

Curious George : Sandpiper Ed by H. A. Rey Houghton Mifflin c1969-2005 0209841
特集

コーナー
933/R 29

Winnie-the-Pooh Story Treasury
illustrated by Andrew
Grey

Egmont Books
Limited, 2005

2005 0209192
特集

コーナー
933/Mi28

図書館ねこデューイ : 町を幸せにしたトラね
この物語

ヴィッキー・マイロン
著/羽田詩津子訳

早川書房 2008.10 0216451
特集

コーナー
016.253/My

としょかんライオン(海外秀作絵本:17)
ミシェル・ヌードセンさ
く/ケビン・ホークスえ
/福本友美子やく

岩崎書店 2007.4 0213618
特集

コーナー
933/Kn 1

猫たちの舞踏会 : エリオットとミュージカル
「キャッツ」

池田雅之著
角川学芸出版/角

川グループパブリッ
シング (発売)

2009.1 0215056
特集

コーナー
775.4/I 32

マリと子犬の物語
桑原真二, 大野一興原作/山田耕大,

清本由紀, 高橋亜子映画脚本/ひろは

たえりこ文
汐文社 2007.11 0211312

特集
コーナー

913.6/Ku95

文学・詩・児童図書など

グローバルコミュニケーション学科生におすすめ

図書館好きな人におすすめ
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星守る犬 村上たかし著 双葉社 2009.7 0215195
特集

コーナー
913/Mu43

動物のうた(まど・みちお詩集:2) まど・みちお著 かど創房 1991 0118842
特集

コーナー
911.58/Ma2

5

猫町五十四番地 : 間中ケイ子詩集(子ども
詩のポケット:24)

間中ケイ子著 てらいんく 2007.2 0213648
特集

コーナー
911.56/Ma4

3

その他動物いろいろ！
中川志郎の子育て論 -動物にみる子育ての
ヒント-

中川志郎著 エイデル研究所 1990 0167031
特集

コーナー
481.78/N

32

森の紳士録 : ぼくの出会った生き物たち(岩
波新書:新赤版 970)

池内紀著 岩波書店 2005.9 0202690
特集

コーナー
481.7/I 35

旭山動物園の奇跡 週刊SPA!編集部編 扶桑社 2005.4 0202161
特集

コーナー
480.76/A 82

シベリア動物誌 -カラー版-(岩波新書:587) 福田俊司著 岩波書店 1998 0164517
特集

コーナー
482.291/F

74

動物のこころを探る : かれらはどのように<考
える>か

ジャック・ヴォーク
レール著/鈴木光太
郎, 小林哲生訳

新曜社 1999.6 0200405
特集

コーナー
481.78/V 46

動物とふれあう仕事がしたい(岩波ジュニア
新書:450)

花園誠編著 岩波書店 2003.10 0209600
特集

コーナー
480.76/H

28

イヌ科の動物 -イヌ、オオカミ、ジャッカル、キツネ-
(ビジュアル博物館:第32巻)

ジュリエット・クラット
ン=ブロック 著  リ
リーフ・システムズ
訳

同朋舎 1997 0161004
特集

コーナー
489.56/C

79

哺乳類 -魅惑に満ちた哺乳類の世界-(ビジュアル
博物館:第9巻)

スティーブ・パーカー
著  リリーフ・システ
ムズ訳

同朋舎 1997 0160981
特集

コーナー
489/P 24

ネコ科の動物 -魅惑に満ちたネコ科動物の世界-
(ビジュアル博物館:第29巻)

ジュリエット・クラット
ン=ブロック 著  リ
リーフ・システムズ
訳

同朋舎出版 1997 0161002
特集

コーナー
489.53/C

79

野生動物の生態 -アフリカ/アジア/ヨーロッパ/アメリカ-
(Newton:collection)

監修：竹内均 教育社 1991 0120174
特集

コーナー
481.7/Y 61

哺乳類 1(朝日百科動物たちの地球:第8-9巻)
監修: 上野俊一ほか
執筆: 阿部永ほか

朝日新聞社 1994.11 0160717
特集

コーナー
482/A 83/8

DVD
スチュアート・リトル : DVD

ロブ・ミンコフ監督
ダグラス・ウィック製
作

ソニー・ピクチャー
ズ エンターテインメ

ント
D000058 事務室

101匹わんちゃん : DVD(WALT DISNEY
CLASSICS)

ケン・ピーターソン製
作総指揮ウルフガン
グ・ライザーマン監督

ブエナ ビスタ ホー
ム エンター テイメン

ト
D000208 事務室

ファインディング　ニモ : DVD(DISSNEY PIXAR)

ジョン・ラセター製作
総指揮　アンド
リュー・スタントン監
督原案脚本

ブエナ ビスタ ホー
ム エンター テイメン

ト
2003 D000225 事務室

ボルト : DVD
クラーク・スペンサー
製作　クリス・ウィリア
ムズ監督

ウォルト ディズニー
スタジオ ホーム エ
ンター テイメント

2008 D000851 事務室

ライオン・キング special edition : DVD(WALT
DISNEY CLASSICS)

ドン・ハーン製作 ; ロ
ジャー・アラーズ, ロ ブ・
ミンコフ監督

ブエナ ビスタ ホー
ム エンターテイメン

ト
1994 D000081 事務室

盲導犬クイールの一生 : DVD : 1
原作:盲導犬クイールの一生 / 石黒

謙吾文 ; 秋元良平写真(文藝春秋刊)

; 協力:財団法人関西盲導犬協会・財

団法人日本盲導犬協会

NHKソフトウェア 2003 D000249 事務室

猫の恩返し/ギブリーズ : DVD(ジブリがいっぱい
COLLECTION)

宮崎俊　企画　森
田宏幸　監督

ブエナ ビスタ ホー
ム エンターテイメン

ト
2002 D000144 事務室

くまのプーさん完全保存版 II : ピグレットムービー :
DVD(WALT DISNEY CLASSICS)

フランシス・グレイバ
ス監督　ミケーレ・ロ
ビンソン製作

ブエナ ビスタ ホー
ム エンター テイメン

ト
2003 D000203 事務室

くまのプーさん完全保存版 : DVD(WALT DISNEY
CLASSICS)

ウルフガング・ライ
ザーマン製作 ; ウル
フ

ブエナ ビスタ ホー
ム エンター テイメン

ト
D000202 事務室

ベイブ : DVD
ガング・ライザーマン,
ジョン・ラウンズベ
リー監督

ユニバーサル・ピク
チャーズ・ジャパン

2004 D000132 事務室

ダンボ : DVD(WALT DISNEY CLASSICS)
ウォルト・ディズニー
製作 ; ベン・シャープ
スティーン監督

ブエナ ビスタ ホー
ム エンターテイメン

ト
2002 D000063 事務室
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