
【一般書】

書名 著者名 請求記号

絶滅できない動物たち 　Ｍ．Ｒ．オコナー∥著 ４８０　オ

獣医さんが教える動物園のないしょ話 　犬養　ヒロ∥まんが ４８０　ジ

人間の偏見動物の言い分 　高槻　成紀∥著 ４８０　タ

絶滅動物は甦らせるべきか？ 　ブリット　レイ∥著 ４８０　レ

誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち 　岡部　聡∥著 ４８０．４　オ

飼育員さんのすごいこたえ
　淡路ファームパークイングランド
の丘∥著

４８０．４　シ

クマが肥満で悩んでます 　ｓｉｒｏｋｕｍａｏ∥著 ４８０．７　シ

いきもの六法 　中島　慶二∥監修 ４８０．９　イ

動物学者が死ぬほど向き合った「死」の話 　ジュールズ　ハワード∥著 ４８１　ハ

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています？ 　小林　朋道∥著 ４８１．７　コ

小笠原が救った鳥 　有川　美紀子∥著 ４８８　ア

図解巣箱のつくり方かけ方 　飯田　知彦∥著 ４８８　イ

ある日、すずめがやって来た。 　佐々木　淳子∥著 ４８８　サ

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 　岡崎　雅子∥著 ４８９．５　オ

ネコリパブリック式楽しい猫助け 　河瀬　麻花∥著 ６４５　カ

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 ６４５　カ

夢 　佐藤　美由紀∥著 ６４５　サ

ねこほん 　卵山　玉子∥マンガ ６４５　タ

猫庭ものがたり 　手島　姫萌∥著 ６４５　テ

犬房女子 　藤崎　童士∥著 ６４５　フ

愛犬家の動物行動学者が教えてくれた秘密の話 　マーク　ベコフ∥著 ６４５　ベ

　世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所
だった。

　本庄　萌∥著 ６４５　ホ

まんがで読むはじめての保護猫 　猫びより編集部∥編 ６４５　マ

ずっと大好きだよ。 　三浦　健太∥著 ６４５　ミ

みんなイヌ、みんなネコ 　ｓｉｐｐｏ編集部∥編著 ６４５　ミ

ノエル 　柳澤　敦子∥著 ６４５　ヤ

いつかきっと笑顔になれる 　今西　乃子∥著 ６４５．６　イ

体罰ゼロのポチパパ流犬のしつけ大全 　北村　紋義∥著 ６４５．６　キ

どんな咬み犬でもしあわせになれる 　北村　紋義∥著 ６４５．６　キ

犬と猫 　小林　照幸∥著 ６４５．６　コ

いぬほん 　道雪　葵∥マンガ ６４５．６　ミ

ドベとノラ 　ヨシモフ郎∥著 ６４５．６　ヨ
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書名 著者名 請求記号

ねこ活はじめました 　オキ　エイコ∥著 ６４５．７　オ

保護猫の育て方 　ハンナ　ショー∥著 ６４５．７　シ

うさほん 　倉田　けい∥マンガ ６４５．８　ウ

動物愛護法入門
　東京弁護士会公害　環境特別委員
会∥編

６４５．９　ド

鳥のお医者さんのためになるつぶやき集 　海老沢　和荘∥著 ６４６．８　エ

とりほん 　もねこ∥マンガ ６４６．８　モ

いぬねこ動物病院日記 　とみた　黍∥著 ６４９　ト

野生動物の法獣医学 　浅川　満彦∥著 ６４９．８　ア

牙 　三浦　英之∥著 ６５９　ミ

【児童書】

書名 著者名 請求記号

いきものとくらすための７つの約束 　今泉　忠明∥作 ４８０　イ

実験犬シロのねがい 　井上　夕香∥著 ４８０　イ

生きものがきえる 　真珠　まりこ∥作・絵 ４８０　シ

パンク動物記 　パンク町田∥文 ４８０　パ

ミッション・ウミガメ・レスキュー 　カレン　ロマノ　ヤング∥著 ４８０　ミ

ミッション・オオカミ・レスキュー 　キットソン　ジャジンカ∥著 ４８０　ミ

　みんなが知りたい！日本の「絶滅危惧」動物がわか
る本

　今泉　忠明∥監修 ４８２　ミ

鳥のいる地球はすばらしい 　国松　俊英∥著 ４８８　ク

命の境界線 　今西　乃子∥著 ４８９　イ

オランウータンに会いたい 　久世　濃子∥著 ４８９　ク

すくすく育て！子ダヌキポンタ 　佐和　みずえ∥文 ４８９　サ

立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 　佐藤　真澄∥作 ４８９　サ

兵隊さんに愛されたヒョウのハチ 　祓川　学∥作 ４８９　ハ

自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち 　キャサリン　バー∥文 ４８９　バ

地雷をふんだゾウ 　藤原　幸一∥写真　文 ４８９　フ

動物たちを救うアニマルパスウェイ 　湊　秋作∥著 ４８９　ミ

この世界からサイがいなくなってしまう 　味田村　太郎∥文 ４８９　ミ

草はらをのぞいてみればカヤネズミ 　ゆうき　えつこ∥文 ４８９　ユ

動物愛護ってなに？ 　浅川　千尋∥監修 ６００　タ

しあわせの牛乳 　佐藤　慧∥著 ６４１　サ

ゆれるシッポ、ふんじゃった！ 　今西　乃子∥著 ６４５　イ

子ねこリレー大作戦 　今西　乃子∥著 ６４５　イ

捨て犬・未来とどうぶつのお医者さん 　今西　乃子∥著 ６４５　イ
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捨て犬・未来、しあわせの足あと 　今西　乃子∥著 ６４５　イ

かいくんとセラピー犬バディ 　井上　こみち∥文 ６４５　イ

捨て犬たちとめざす明日 　今西　乃子∥著 ６４５　イ

たとえ悪者になっても 　佐藤　真澄∥作 ６４５　サ

犬たちよ、今、助けに行くからね 　沢田　俊子∥文 ６４５　サ

すてねこたちに未来を 　菅　聖子∥著 ６４５　ス

走れ！メープル 　菅　聖子∥文 ６４５　ス

いやし犬まるこ 　輔老　心∥著 ６４５　ス

瞬間接着剤で目をふさがれた犬純平 　関　朝之∥さく ６４５　セ

保護犬の星フリスビー犬ハカセ 　西松　宏∥作 ６４５　ニ

珍獣病院 　田向　健一∥著 ６４９　タ

こちら、まほろば動物病院 　鷲塚　貞長∥著 ６４９　ワ

クマが出た！助けてベアドッグ 　太田　京子∥著 ６５４　オ

ひとがつくったどうぶつの道 　キム　ファン∥文 Ｅ４　ホ

ゾウの森とポテトチップス 　横塚　眞己人∥しゃしんとぶん Ｅ４　ヨ

だいすきなうみときみと 　バルー∥作 Ｅ５　バ

ステラとカモメとプラスチック 　ジョージナ　スティーブンス∥作 Ｅ５　バ

あるひくじらがやってきた 　ニック　ブランド∥作 Ｅ５　ブ

ねこの看護師ラディ 　渕上　サトリーノ∥文 Ｅ６　ウ

ねこのせぶちゃん 　桜庭　巧∥絵　文 Ｅ６　サ

いぬのサビシー 　サンディ　ファッセル∥文 Ｅ６　ス

のら犬ボン 　たじま　ゆきひこ∥作 Ｅ６　タ

わたしのうさぎハッピー 　みずしま　さくらこ∥原案 Ｅ６　ナ

とびっきりのともだち 　エイミー　ヘスト∥文 Ｅ６　ベ

がんばれ！くるまいすのうさぎぴょんた 　岩崎　京子∥文 Ｅ６　ワ

きっとどこかに 　リチャード　ジョーンズ∥作 Ｅ９　ジ

なまえのないねこ 　竹下　文子∥文 Ｅ９　マ
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