2F企画展⺬

展示期間：2019/9/24(火)～10/8(火)

動物大集合
9/20-26は動物愛護週間です。
そこで今回は、動物に関する本を展示します。生態や人間との関係について書かれた本、図鑑、文学作品など、幅広く本を集めました。
犬や猫などの身近な動物から、見たことのない生きものまで、いろんな動物の世界をのぞいてみませんか？
書名等

配置場所

請求記号

日本最初の盲導犬 / 葉上太郎著. -- 文藝春秋, 2009.7.

4F開架新体系

369.275//H12//5293

世界の絶滅危惧生物図鑑 : IUCNレッドリスト / IUCN編 ; 岩槻邦男, 太田英利訳. -- 丸善出版,
3F開架新体系
2014.1.
真夜中に猫は科学する : エクレア教授の語る遺伝や免疫のふしぎ / 薬袋摩耶著 ; 浅生ハルミンイラ
3F開架新体系
スト. -- 亜紀書房, 2015.4.

460.38//I57//7686
460.4//MI36//3793

博物誌 : 世界を写すイメージの歴史 / S. ピーター・ダンス著 ; 奥本大三郎訳. -- 東洋書林, 2014.4.

3F開架新体系

462//D36//0646

日高敏隆 : ネコの時間 / 日高敏隆著. -- 平凡社, 2017.10. -- (Standard books).

3F開架新体系

480.4//H54//3987

人間の偏見動物の言い分 : 動物の「イメージ」を科学する / 高槻成紀著. -- イースト・プレス, 2018.5. 3F開架新体系

480.4//TA55//7975

動物園から未来を変える : ニューヨーク・ブロンクス動物園の展示デザイン / 川端裕人, 本田公夫著.
3F開架新体系
-- 亜紀書房, 2019.3.

480.76//KA91//4255

日本の水族館 / 内田詮三, 荒井一利, 西田清徳著. -- 東京大学出版会, 2014.8. -- (Natural history). 3F開架新体系

480.76//U14//3815

動物保護入門 : ドイツとギリシャに学ぶ共生の未来 / 浅川千尋, 有馬めぐむ著. -- 世界思想社,
2018.4.

3F開架新体系

480.9//A84//6911

絶滅危惧種の生態工学 : 生きものを絶滅から救う保全技術 / 倉本宣編著. -- 地人書館, 2019.3.

3F開架新体系

480.9//KU53//3569

日本の動物政策 / 打越綾子著. -- ナカニシヤ出版, 2016.3.

3F開架新体系

480.9//U17//1362

人と動物の関係を考える : 仕切られた動物観を超えて / 打越綾子編 ; 笠井憲雪 [ほか著]. -- ナカニ
3F開架新体系
シヤ出版, 2018.3.
カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記 : 農学部解剖学研究室の悲喜こもごも / 杉田昭栄著. 3F開架新体系
- 緑書房, 2019.3.
ヘビってオナラするの? : 動物学者による世界初の生き物屁事典 / ニック・カルーソ, ダニー・ラバイ
オッティ著 ; イーサン・コサックイラスト ; 永井二菜訳. -- パンローリング, 2019.2. -- (フェニックスシ
3F開架新体系
リーズ ; 82).
動物になって生きてみた / チャールズ・フォスター著 ; 西田美緒子訳. -- 河出書房新社, 2017.8.

3F開架新体系

野生動物は何を見ているのか : バイオロギング奮闘記 / 佐藤克文 [ほか] 共著. -- 丸善プラネット. 3F開架新体系
- (キヤノン財団ライブラリー).
となりの野生動物 : 暮らし・環境・人との関わり / 高槻成紀著. -- ベレ出版, 2015.11. -- (Beret
3F開架新体系
science).
深海生物の「なぜそうなった?」がわかる本 / 北村雄一著. -- 秀和システム, 2017.5.
動物たちの心の科学 : 仲間に尽くすイヌ、喪に服すゾウ、フェアプレイ精神を貫くコヨーテ / マーク・ベ
コフ著 ; 高橋洋訳. -- 青土社, 2014.3.
動物たちのすごいワザを物理で解く : 花の電場をとらえるハチから、しっぽが秘密兵器のリスまで /
マティン・ドラーニ, リズ・カローガー著 ; 吉田三知世訳. -- インターシフト.
ヒト、動物に会う : コバヤシ教授の動物行動学 / 小林朋道著. -- 新潮社, 2014.2. -- (新潮新書 ;
557).
先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2016.5. -- (「鳥取環境大
学」の森の人間動物行動学).
先生、大型野獣がキャンパスに侵入しました! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2013.5. -- (「鳥取環境大
学」の森の人間動物行動学).
生物から見た世界 / ユクスキュル, クリサート著 ; 日高敏隆, 羽田節子訳. -- 岩波書店, 2005.6. -(岩波文庫 ; 青(33)-943-1).
消えゆく熱帯雨林の野生動物 : 絶滅危惧動物の知られざる生態と保全への道 / 松林尚志著. -- 化
学同人, 2015.8. -- (DOJIN選書 ; 67).
ユーラシア動物紀行 / 増田隆一著. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 1757).

480.9//U17//6261
481.1//SU46//3847
481.34//C24//5618
481.7//F41//1778
481.7//SA85//7905
481.7//TA55//8750

3F開架新体系

481.74//KI68//9232

3F開架新体系

481.78//B32//7566

3F開架新体系

481.78//D98//7963

4F新書版

481.78//KO12//0542

3F開架新体系

481.78//KO12//1589

3F開架新体系

481.78//KO12//7213

3F文庫版

481.78//U49//8342

3F開架新体系

482.2435//MA73//5421

4F新書版

482.38//MA66//2363

ピューマの遊び心 / Ernest Thompson Seton ; 今泉吉晴監訳. -- 紀伊国屋書店, 1997.11. -- (シート
3F開架新体系
ン動物誌 / シートン[著] ; 今泉吉晴監訳 ; 1).
クマムシ研究日誌 : 地上最強生物に恋して / 堀川大樹著. -- 東海大学出版部, 2015.5. -- (フィール
3F開架新体系
ドの生物学 ; 15).

482//SE93//0291
483.993//H89//3494

クマムシ?! : 小さな怪物 / 鈴木忠著. -- 岩波書店, 2006.8. -- (岩波科学ライブラリー ; 122).

3F開架新体系

483.993//SU96//4632

ナメクジの言い分 / 足立則夫著. -- 岩波書店, 2012.10. -- (岩波科学ライブラリー ; 198).

3F開架新体系

484.6//A16//8149

うれし、たのし、ウミウシ。 / 中嶋康裕著. -- 岩波書店, 2015.7. -- (岩波科学ライブラリー ; 240).

3F開架新体系

484.6//N42//4755

タコの才能 : いちばん賢い無脊椎動物 / キャサリン・ハーモン・カレッジ著 ; 高瀬素子訳. -- 太田出
版, 2014.4. -- (ヒストリカル・スタディーズ ; 10).

3F開架新体系

484.7//C89//6144

書名等

配置場所

請求記号

ダイオウイカ、奇跡の遭遇 / 窪寺恒己著. -- 新潮社, 2013.10.

3F開架新体系

484.7//KU11//4076

オオグソクムシの謎 : 深海生物の「心」と「個性」に迫る! / 森山徹著. -- PHPエディターズ・グループ.

3F開架新体系

485.3//MO73//5413

だましのテクニックの進化 : 昆虫の擬態の不思議 / 藤原晴彦著. -- オーム社, 2015.10.

3F開架新体系

486.1//F68//6624

教養のための昆虫学 / 平嶋義宏, 広渡俊哉編著. -- 東海大学出版部, 2017.7.

3F開架新体系

486.1//H67//2646

糸を出すすごい虫たち / 大﨑茂芳著. -- 筑摩書房, 2019.6. -- (ちくまプリマー新書 ; 328).

4F新書版

486.1//O73//5044

バッタを倒しにアフリカへ / 前野ウルド浩太郎著. -- 光文社, 2017.5. -- (光文社新書 ; 883).

4F新書版

486.45//MA27//9161

ミツバチの世界へ旅する / 原野健一著. -- 東海大学出版部, 2017.12. -- (フィールドの生物学 ; 24). 3F開架新体系

486.7//H32//4481

アリ!なんであんたはそうなのか : フェロモンで読み解くアリの生き方 / 尾崎まみこ著. -- 化学同人,
2017.8. -- (DOJIN選書 ; 75).

3F開架新体系

486.7//O96//2319

謎の蝶アサギマダラはなぜ未来が読めるのか? / 栗田昌裕著. -- PHPエディターズ・グループ.

3F開架新体系

486.8//KU67//4940

アゲハチョウの世界 : その進化と多様性 = Papilionidae : evolution and diversity / 吉川寛, 海野和男
3F開架新体系
著. -- 平凡社, 2018.9.

486.8//Y89//0431

ファーブル昆虫記 : 完訳 第1巻上 / ジャン=アンリ・ファーブル著 ; 奥本大三郎訳 ; 集英社, 2005.11 3F開架新体系

486//F11//6442

魚だって考える : キンギョの好奇心、ハゼの空間認知 / 吉田将之著. -- 築地書館, 2017.9.

3F開架新体系

487.51//Y86//3397

ほぼ命がけサメ図鑑 / 沼口麻子著. -- 講談社, 2018.5.

3F開架新体系

487.54//N99//1263

鳥肉以上、鳥学未満。 / 川上和人著. -- 岩波書店, 2019.2.

3F開架新体系

488.04//KA94//3278

中西悟堂 : フクロウと雷 / 中西悟堂著. -- 平凡社, 2017.4. -- (Standard books).

3F開架新体系

488.04//N38//9487

鳥を識る : なぜ鳥と人間は似ているのか / 細川博昭著. -- 春秋社, 2016.12.

3F開架新体系

488.1//H94//7286

身近な鳥のすごい事典 / 細川博昭 [著]. -- イースト・プレス, 2018.1. -- (イースト新書Q ; Q038).

4F新書版

488.21//H94//5049

ハトと日本人 / 大田眞也著. -- 弦書房, 2018.6.

3F開架新体系

488.45//O81//8894

ペンギンのしらべかた / 上田一生著. -- 岩波書店, 2011.7. -- (岩波科学ライブラリー ; 182).

3F開架新体系

488.66//U32//4600

アレックスと私 / アイリーン・M.ペパーバーグ著 ; 佐柳信男訳. -- 幻冬舎, 2010.12.

3F開架新体系

488.8//P39//9335

スズメの謎 : 身近な野鳥が減っている!? / 三上修著. -- 誠文堂新光社, 2012.12.

3F開架新体系

488.99//MI21//2863

カラス学のすすめ / 杉田昭栄著. -- 緑書房, 2018.6.

3F開架新体系

488.99//SU46//9461

カヤネズミの本 : カヤネズミ博士のフィールドワーク報告 / 畠佐代子著. -- 世界思想社, 2014.2.

3F開架新体系

489.473//H41//7396

ニホンヤマネ : 野生動物の保全と環境教育 / 湊秋作著. -- 東京大学出版会, 2018.6. -- (Natural
history).

3F開架新体系

489.473//MI39//8198

ムササビ : 空飛ぶ座ぶとん / 川道武男著. -- 築地書館, 2015.2.

3F開架新体系

489.475//KA95//6948

ウルフ・ウォーズ : オオカミはこうしてイエローストーンに復活した / ハンク・フィッシャー著 ; 朝倉裕,
3F開架新体系
南部成美訳. -- 白水社, 2015.4.
犬であるとはどういうことか : その鼻が教える匂いの世界 / アレクサンドラ・ホロウィッツ著 ; 竹内和世
3F開架新体系
訳. -- 白揚社, 2018.12.
タヌキ学入門 / 高槻成紀著. -- 誠文堂新光社, 2016.1.

489.56//F28//2747
489.56//H89//3174

3F開架新体系

489.56//TA55//9170

3F開架新体系

489.57//KO31//1018

3F開架新体系

489.57//KU53//5406

ツキノワグマ : すぐそこにいる野生動物 / 山崎晃司著. -- 東京大学出版会, 2017.8.

3F開架新体系

489.57//Y48//2148

神秘のクジライッカクを追う / トッド・マクリーシュ著 ; 中村有以訳. -- 原書房, 2014.1.

3F開架新体系

489.6//MA21//6578

世界の海へ、シャチを追え! / 水口博也著. -- 岩波書店, 2018.5. -- (岩波ジュニア新書 ; 872).

4F新書版

489.6//MI36//7532

海に還った哺乳類イルカのふしぎ : イルカは地上の夢を見るか / 村山司著. -- 講談社, 2013.8. -(ブルーバックス ; B-1826).

4F新書版

489.6//MU62//0722

アフリカで象と暮らす / 中村千秋著. -- 文藝春秋, 2002.4. -- (文春新書 ; 239).

4F新書版

489.7//N37//3025

クマが樹に登ると : クマからはじまる森のつながり / 小池伸介著. -- 東海大学出版会, 2013.9. -(フィールドの生物学 ; 12).
パンダ : ネコをかぶった珍獣 / 倉持浩著. -- 岩波書店, 2014.9. -- (岩波科学ライブラリー ; 230 . 生
きもの).

なぜヤギは、車好きなのか? : 鳥取環境大学のヤギの動物行動学 / 小林朋道著. -- 朝日新聞出版,
3F開架新体系
2012.5.

489.85//KO12//5415

書名等

配置場所

請求記号

霊長類 : 消えゆく森の番人 / 井田徹治著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1662).

4F新書版

489.9//I18//9011

温泉ザル : スノーモンキーの暮らし / 和田一雄著. -- 彩流社, 2016.12. -- (フィギュール彩 ; 78).

3F開架新体系

489.95//W12//6748

「サル学」の系譜 : 人とチンパンジーの50年 / 中村美知夫著. -- 中央公論新社, 2015.9. -- (中公叢
3F開架新体系
書).
ゴリラは戦わない : 平和主義、家族愛、楽天的 / 山極壽一, 小菅正夫著. -- 中央公論新社, 2017.2.
4F新書版
-- (中公新書ラクレ ; 575).
フィールドで出会う哺乳動物観察ガイド : 生態写真でわかる探し方や見わけ方のポイント / 山口喜盛
3F開架新体系
著. -- 誠文堂新光社, 2017.1.

489.97//Y23//7288

鳥獣害 : 動物たちと、どう向きあうか / 祖田修著. -- 岩波書店, 2016.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1618). 4F新書版

615.86//SO15//3476

馬の自然誌 / J.E.チェンバレン著 ; 屋代通子訳. -- 築地書館, 2014.9.

4F開架新体系

645.2//C32//6640

4F開架新体系

645.6//F44//1170

4F開架新体系

645.6//I16//1805

日本の犬 : 人とともに生きる / 菊水健史[ほか]著. -- 東京大学出版会, 2015.12.

4F開架新体系

645.6//KI29//8091

犬のココロをよむ : 伴侶動物学からわかること / 菊水健史, 永澤美保著. -- 岩波書店, 2012.11. -(岩波科学ライブラリー ; 199).

4F開架新体系

645.6//KI29//9213

イヌの博物図鑑 / アーダーム・ミクローシ編 ; 小林朋則訳. -- 原書房, 2019.2.

4F開架新体系

645.6//MI24//2710

子犬に脳を盗まれた! : 不思議な共生関係の謎 / ジョン・フランクリン著 ; 桃井緑美子訳. -- 青土社,
2013.6.
東大ハチ公物語 : 上野博士とハチ、そして人と犬のつながり / 一ノ瀬正樹, 正木春彦編. -- 東京大
学出版会, 2015.3.

ネコ・かわいい殺し屋 : 生態系への影響を科学する / ピーター・P・マラ, クリス・サンテラ著 ; 岡奈理
4F開架新体系
子 [ほか] 訳. -- 築地書館, 2019.4.
猫はこうして地球を征服した : 人の脳からインターネット、生態系まで / アビゲイル・タッカー著 ; 西田
4F開架新体系
美緒子訳. -- インターシフト.

489.97//N37//6256

489//Y24//7050

645.7//MA52//4570
645.7//TU2//5775

ねこの秘密 / 山根明弘著. -- 文藝春秋, 2014.9. -- (文春新書 ; 990).

4F新書版

645.7//Y36//5349

ひとと動物の絆の心理学 / 中島由佳著. -- ナカニシヤ出版, 2015.12.

4F開架新体系

645.9//N34//8215

シカ問題を考える : バランスを崩した自然の行方 / 高槻成紀著. -- 山と渓谷社, 2015.12. -- (ヤマケ
4F新書版
イ新書 ; YS023).
結局、ウナギは食べていいのか問題 / 海部健三著. -- 岩波書店, 2019.7. -- (岩波科学ライブラリー
4F開架新体系
; 286).

654.8//TA55//8781
664.695//KA21//5879

兎とかたちの日本文化 / 今橋理子著. -- 東京大学出版会, 2013.9.

3F開架新体系

702.1//I42//2152

若冲ワンダフルワールド / 辻惟雄 [ほか] 著. -- 新潮社, 2016.3. -- (とんぼの本).

3F開架新体系

721.4//TS41//1967

森の探偵 : 無人カメラがとらえた日本の自然 / 宮崎学, 小原真史著. -- 亜紀書房, 2017.7.

3F開架新体系

743.6//MI88//2220

犬と人のいる文学誌 / 小山慶太著. -- 中央公論新社, 2009.4. -- (中公新書 ; 1996).

4F新書版

902.09//KO97//7554

3F開架新体系

908//C44//9187

3F開架新体系

910.268//SU97//8707

7F新体系

913.8//SA25//3834

3F文庫版

933.7//B13//9938

3F文庫版

933.7//R18//1496

3F文庫版

933.7//R18//1497

3F開架新体系

989.54//C16//9038

3F開架新体系

L457//TS32//6340

日本クラゲ大図鑑 / 峯水亮 [ほか] 著. -- 平凡社, 2015.9.

3F開架新体系

L483.33//MI42//8729

世界一うつくしい昆虫図鑑 / クリストファー・マーレー著 ; 熊谷玲美訳. -- 宝島社, 2014.4.

3F開架新体系

L486//MA52//0630

世界で一番美しい海のいきもの図鑑 / 吉野雄輔著. -- 創元社, 2015.6.

3F開架新体系

L487//Y92//3827

動物たちの物語 / 安野光雅 [ほか] 編. -- 筑摩書房, 1989.1. -- (ちくま文学の森 / 安野光雅 [ほか]
編 ; 12).
村上春樹は電気猫の夢を見るか? : ムラカミ猫アンソロジー / 鈴村和成著. -- 彩流社, 2015.1. -(フィギュール彩 ; 27).
ルドルフとイッパイアッテナ / 斉藤洋作 ; 杉浦範茂絵. -- 講談社, 1987.5. -- (児童文学創作シリー
ズ).
かもめのジョナサン / リチャード・バック著 ; 五木寛之訳 ; ラッセル・マンソン写真. -- 新潮社, 1977.5.
-- (新潮文庫 ; 赤-159-A,赤-159-1,ハー9-1).
仔鹿物語 / ローリングズ著 ; 土屋京子訳. --上-- 光文社, 2012.11. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KA
ロ3-3]).
仔鹿物語 / ローリングズ著 ; 土屋京子訳. --下.-- 光文社, 2012.11. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KA
ロ3-4]).
犬と猫 / カレル・チャペック著 ; 飯島周編訳. -- 恒文社, 1996.11. -- (カレル・チャペック・エッセイ選集
; 3).
リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! 中生代編 / 土屋健著 ; -- 技術評論社,
2019.8.

鳥獣人物戯画 / 小松茂美, 上野憲示執筆. -- 中央公論社, 1977.8. -- (日本絵巻大成 / 小松茂美編
3F開架大型本
; 6).

L721.2//N71//1860

