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2018 年 1 月 5 日（金）～1 月 26 日(金) 大学図書館 2 階 閲覧室 

 

    

2018 年は戌年です。 
犬が登場する小説や絵本はもちろん、 
戌年生まれの著名人に関する本も 
展示しています。 



  
  

 

展 示 資 料 
特別本 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 
むかしむかしの桃太郎 (稀書複製會:[第 1 期]第 3 回) 奥村画山田清作編 米山堂 1918 002089D 081.5||K2||1-20 
枯木花さかせ親仁 (稀書複製會:第 7 期第 1 回) 山田清作編 米山堂 1930 002341I 081.5||K2||7-19 
      

犬の生態 
イヌ科の動物 (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 
同朋舎出版 1992 245692D 031||V82||32 

犬と人のいる文学誌 (中公新書:1996) 小山慶太著 中央公論新社 2009 444050B 080||C64||1996 
犬、そして猫が生きる力をくれた : 介助犬と人びとの

新しい物語 (岩波現代文庫:社会:300) 
大塚敦子著 岩波書店 2016 476449I 080||I95||U-300 

イヌ : どのようにして人間の友になったか (講談社学

術文庫) 
J・C・マクローリン著・画,澤崎坦訳 講談社 2016 475386B 080||Ko19||C-2346 

検証アニマルセラピー : ペットで心とからだが癒せる

か (ブルーバックス:B-1252) 
林良博著 講談社 1999 366406G 146.8||H48 

犬の現代史 今川勲著 現代書館 1996 290178B 304||I42 
犬のココロをよむ : 伴侶動物学からわかること (岩波

科学ライブラリー:199) 
菊水健史, 永澤美保著 岩波書店 2012 462971A 408||I95||199 



犬から見た世界 : その目で耳で鼻で感じていること アレクサンドラ・ホロウィッツ著/竹
内和世訳 

白揚社 2012 461396B 489.56||H89 

ドッグズ・ワードローブ : 小さな犬に着せる服 石内知子著 文化出版局 2003 390178F 594||I81 
それでもイギリス人は犬が好き : 女王陛下からならず

者まで 
飯田操著 ミネルヴァ書房 2011 458952B 645.6||I26 

 
イヌはどこから来たか : 犬の歴史と発達 大野淳一編著 誠文堂新光社 1984 120170B 645.6||O67 
日本の犬は幸せか 富沢勝著 草思社 1997 400756F 645.6||To59 
作家の犬 (コロナ・ブックス:133) コロナ・ブックス編集部編 平凡社 2007 434405H 748||C88 
イヌ好き自分の取扱書 Chien Chat 著 イースト・プレス 2008 439238I B||7736||2 
雑誌 
BT : 美術手帖 68 巻 1036 号 美術出版社 美術出版社 2016 478327B  
文藝春秋 82 巻 5 号 臨増 文藝春秋 [編] 文藝春秋 2004 388667B  
太陽 19 巻 15 号 通号 228 平凡社 平凡社 1981 404628F  
藝術新潮 65 巻 4 号  新潮社 2014 469486E  
National geographic, 日本版 18 巻 2 号  日経ナショナルジ

オグラフィック社 
2012   

      
犬が登場する物語 

しばわんこの和のこころ 川浦良枝絵と文 白泉社 2002 361147H 386.1||Ka98 
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 454740D 388||N71 
子犬の生活ダーシェニカ カレル・チャペック作/小野田若菜訳 ブロンズ新社 2003 393661J 645.6||C16 
A peanuts book featuring Snoopy 1 チャールズ・M.シュルツ著/谷川俊太

郎訳 
角川書店 1990 425456C 726.1||Sc8||1 

誰だってちょっと落ちこぼれ : スヌーピーたちに学ぶ

知恵 
河合隼雄, 谷川俊太郎著/谷川俊太郎

コミック翻訳/チャールズ・M.シュル

ツ装画・本文コミック 

講談社 2004 397709J 726.101||Ka93 

マドレーヌといぬ (世界傑作絵本シリーズ. アメリカの

絵本) 
ルドウィッヒ・ベーメルマンス作・画

/瀬田貞二訳 
福音館書店 1973 270507J 726.6||B34 



こいぬのくんくん (子どもがはじめてであう絵本:13) 
 

ディック・ブルーナぶん・え/まつお

かきょうこやく 
福音館書店 1972 270574F 726.6||B78||13 

こいぬがうまれるよ (かがくのほん) ジョアンナ・コール文/ジェローム・

ウェクスラー写真/つぼいいくみ訳 
福音館書店 1982 104563G 726.6||C84 

わんわん物語 (国際版・ディズニー名作童話:11) 森はるな文 講談社 1985 104577G 726.6||D78||11 
101 ぴきわんちゃん大行進 (国際版・ディズニー名作童

話:3) 
森はるな文 講談社 1984 104569F 726.6||D78||3 

花咲かぢぢい [複刻版] (複刻絵本絵ばなし集) 竹内栄久画 ほるぷ出版 1978 104588B 726.6||E35||1 
桃太郎鬼ケ島でん [複刻版] (複刻絵本絵ばなし集) 国政筆 ほるぷ出版 1978 104591B 726.6||E35||4 
ガスパールこいぬをかう アン・グットマンぶん/ゲオルグ・ハ

レンスレーベンえ/石津ちひろやく 
ブロンズ新社 2002 419204E 726.6||G97 

ろくべえまってろよ (みるみる絵本) 灰谷健次郎作/長新太絵 文研出版 1975 104559I 726.6||H15 
ぼくの犬 (世界子ども平和図書館:1) ジョン・ヘファナン文/アンドリュ

ー・マクレーン絵/福本友美子訳 
日本図書センター 2005 434041I 726.6||H51 

しりたがりやのこいぬとおひさま (ミレルの絵本) (偕
成社の新訳えほん) 

イバ=ヘルツィコバーさく/ズデネッ

ク=ミレル絵 
偕成社 1974 424572F 726.6||H53 

コロちゃんのたんじょうび (絵本の部屋・しかけ絵本の

本棚) 
エリック・ヒル作 評論社 1984 104822I 726.6||H58 

いつでも会える 菊田まりこ著 学習研究社 1998 397700F 726.6||Ki29 
ゆうたはともだち (ゆうたくんちのいばりいぬ:1) きたやまようこ作 あかね書房 1988 438108E 726.6||Ki74 
こいぬと10ぴきのおばけ (10ぴきのおばけシリーズ:3) にしかわおさむ作・絵 ひかりのくに 2005 428893J 726.6||N83 
いぬはてんごくで… シンシア・ライラント作/中村妙子訳 偕成社 2000 424579C 726.6||R94 
十二支のかぞえうた さいとうしのぶ 佼成出版社 2005 429025J 726.6||Sa25 
It's a mystery, Charlie Brown Charles M. Schulz Random House 1975 105460B 726.6||Sc8 
子いぬのかいかたしってるかい? モーリス=センダック,マシュー=マー

ゴーリス作/モーリス=センダック絵/
やましたはるお訳 

偕成社 1980 271591B 726.6||Se59 

バムとケロのもりのこや 島田ゆか作・絵 文渓堂 2011 466559H 726.6||Sh36 



いぬがいっぱい (福音館あかちゃんの絵本) グレース・スカールさく/やぶきみち

こやく 
福音館書店 1986 270639D 726.6||Si9 

わんわんわんわん (くすくすえほん) 高畠純作 理論社 1993 427241C 726.6||Ta28 
こいぬのパピヨンマジシャンになる (パピヨンと魔法

のえんぴつ:4) 
エルウィン・ヴァン・デン・アレンド

さく/石津ちひろやく 
平凡社 2005 414593D 726.6||V26 

アンジュール : ある犬の物語 ガブリエル・バンサン作 ブックローン出版 1986 426761D 726.6||V75 
いぬとかりうど ブライアン・ワイルドスミスぶん・え

/きくしまいくえやく 
らくだ出版 1983 106369D 726.6||W73 

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 427123I 726.6||W73 

ハリーのだいかつやく (はじめてひとりでよむ本) ジーン・ジオン作/マーガレット・ブ

ロイ・グレアム絵/もりひさし訳 
ペンギン社 1982 106895E 726.6||Z4 

どろんこハリー (世界傑作絵本シリーズ. アメリカの絵

本) 
ジーン・ジオンぶん/マーガレット・

ブロイ・グレアムえ/わたなべしげお

やく 

福音館書店 1964 106894G 726.6||Z4 

南総里見八犬伝 (わたしの古典) [滝沢馬琴原作]猪野省三文/久米宏一

絵/西尾実監修 
童心社 2009 440865J 910.8||W3||9 

死神の精度 伊坂幸太郎著 文藝春秋 2005 426009B 913.6||I33 
死神の浮力 伊坂幸太郎著 文藝春秋 2013 476274G 913.6||I33 
愛犬まるこ : 家畜病院で生まれた犬 溝口太郎文/渡辺優絵 鳥影社 2003 417744E 913.8||M6 
犬心 伊藤比呂美著 文藝春秋 2013 467754E 914.6||I33 
犬のしっぽを撫でながら 小川洋子著 集英社 2006 428705D 914.6||O29 
ベルナのしっぽ (角川文庫:12384) 郡司ななえ[著] 角川書店 2002 408418H B||6528 
ガーランドのなみだ (角川文庫:13384) 郡司ななえ著 角川書店 2004 408419F B||6529 
見えなくても…私 : 盲導犬とともに歩んで (角川文

庫:13838) 
郡司ななえ [著] 角川書店 2005 408420J B||6530 

 
ハラスのいた日々 増補版 (文春文庫) 中野孝次著 文芸春秋 1990 418212A B||6966 
柴犬ゴンのへなちょこ日記 (幻冬舎文庫:犬-12-1) 影山直美[著] 幻冬舎 2006 418244I B||6978 



ディロン : 運命の犬 (幻冬舎文庫:犬-1-1) 井上こみち[著] 幻冬舎 2006 418245G B||6979 
あの子からのグッドバイ (幻冬舎文庫:犬-13-1) 川木淳編著 幻冬舎 2006 418267H B||6983 
ダメ犬グー : 11 年+108 日の物語 (幻冬舎文庫:犬-11-1) ごとうやすゆき[著] 幻冬舎 2006 418268F B||6984 
雨はコーラがのめない (新潮文庫:え-10-14) 江國香織著 新潮社 2007 425935B B||7211 
さくら 西加奈子著 小学館 2005 434936J B||7617 
スヌーピーたちの人生案内 [1] チャールズ・M・シュルツ著/谷川俊

太郎訳 
主婦の友社 2007 438121B B||7722 

犬と私の 10 の約束 川口晴著 文芸春秋 2007 434277B B||7737 
はるがいったら (集英社文庫:あ 59-1) 飛鳥井千砂[著] 集英社 2009 441922H B||7858 
犬はいつも足元にいて 大森兄弟著 河出書房新社 2009 444097I B||7900 
野良犬トビーの愛すべき転生  (新潮文庫 :9478, キ
-14-1) 

W・ブルース・キャメロン [著]/青木

多香子訳 
新潮社 2012 461790I B||8667 

伏 : 贋作・里見八犬伝 (文春文庫:[さ-50-6]) 桜庭一樹著 文藝春秋 2012 462472G B||8712 
チョコリエッタ (角川文庫:15611) 大島真寿美 [著] 角川書店 2009 470590E B||9059 
小犬のプレリュード (講談社タイガ. エチュード春一

番:第 1 曲) 
 講談社 2016 475308J B||9217 

バスカヴィル家の犬 (新潮文庫:赤-134-G) コナン・ドイル[著]/延原謙訳 新潮社 1954 336637F B||D6||7 
フランダースの犬 改版 (新潮文庫:ウー3-1) ウィーダ [著]/ 

村岡花子訳 
新潮社 1989 336918I B||O1||1 

雑誌 
月刊 Moe 32 巻 11 号  偕成社 2010   
月刊 Moe 35 巻 11 号  偕成社 2013   
BT : 美術手帖 68 巻 1045 号 美術出版社 美術出版社 2016 10000361D  
藝術新潮 64 巻 10 号  新潮社 2013 467190C  
視聴覚資料 
ゆけチャンピィ奇跡の犬 :日本初の盲導犬・愛の物語 
(NHK DVD. プロジェクト X :挑戦者たち) 
 

 NHK エンタープ

ライズ 
2013 477633A DVD210.7||P97 



名犬ラッシー (Widescreen DVD collection) ダニエル・ペトリ監督[Eric Kngiht 
原作] 

パラマウントホー

ムエンタテインメ

ントジャパン (発
売) 

2003 419800A DVD778||L33 

102 dalmatians 特別版 (Disney DVD) (Walt Disney 
Home Video) 

ケヴィン・リマ監督 ブエナビスタホー

ムエンターテイメ

ント (発売) 

2004 354338C DVD778||L62 

 
戌年生まれの著名人 

ルポトランプ王国 : もう一つのアメリカを行く (岩波

新書:新赤版 1644) 
金成隆一著 岩波書店 2017 477717E 080||I95||O-1644 

マイケル・ジャクソン (講談社現代新書:2045) 西寺郷太著 講談社 2010 447105J 080||Ko19||A-2045 
マザー・テレサ 100 の言葉 マザー・テレサ著/ヴォルフガング・

バーダー編/山本文子訳 
女子パウロ会 2009 466746I 198.24||Te71 

平清盛 : 「武家の世」を切り開いた政治家 (日本史リブ

レット人:025) 
上杉和彦著 山川出版社 2011 454644A 210.08||N71||25 

徳川綱吉 : 犬を愛護した江戸幕府五代将軍 (日本史リ

ブレット人:049) 
福田千鶴著 山川出版社 2010 449431I 210.08||N71||49 

美人になりたい : うさぎ的整形日記 中村うさぎ著 小学館 2003 443858C 494.79||N37 
スイミー : ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ作/谷川俊太郎訳 好学社 1969 270734J 726.6||L66 
フレデリック : ちょっとかわったのねずみのはなし レオ=レオニ作/谷川俊太郎訳 好学社 1969 270735H 726.6||L66 
お能の見方 改訂版 (とんぼの本) 白洲正子, 吉越立雄著 新潮社 2008 450513B 773||Sh85 
仮面ライダー大全集  講談社 1986 329685H 778.8||Te71 
児玉清の「あの作家に会いたい」 : 人と作品をめぐる

25 の対話 
児玉清著/大崎善生 [ほか述] PHP 研究所 2009 456642E 910.264||K1 

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾著 角川書店 2012 461301F 913.6||H27 
谷は眠っていた : 富良野塾の記録 
 

倉本聰[著] 理論社 1988 444774D 914.6||K23 



奇縁まんだら [正] 瀬戸内寂聴著/横尾忠則画 日本経済新聞出版

社 
2008 441313A 914.6||S3 

君の恋のつづきを占おう (角川文庫) 秋元康[著] 角川書店 1995 267074H B||2088 
センセイの鞄 (文春文庫:[か-21-3]) 川上弘美著 文藝春秋 2004 410011F B||6594 
木更津キャッツアイ日本シリーズ (角川文庫:14388) 宮藤官九郎 [著] 角川書店 2006 418226A B||6972 
ゲゲゲの女房 : 人生は・・・・・・終わりよければ、

すべてよし!! 
武良布枝著 実業之日本社 2008 448814I B||8222 

モッキンポット師の後始末 (講談社文庫) 井上ひさし著 講談社 1974 334438A B||イ 10||23 
山椒魚 改版 (新潮文庫:草-34-B) 井伏鱒二著 新潮社 1967 334327I B||イ 6||2 
視聴覚資料 
天と地と sound track 音楽監督 小室哲哉/音楽プロデュー

サー 石川光 
Epic/Sony records  203812J CD764||Ko69 

The immaculate collection Madonna Warner-Pioneer 1990 203932A CD767.8||Ma25 
棋士  羽生善治の仕事  : 直感は経験で磨く  (NHK 
DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀) 

NHK 制作・著作 NHK エンタープ

ライズ 
2007 424195J DVD366||P97||2-5 

アルマーニ : Giorgio Armani : a man for all seasons ジュリアン・オーザンヌ監督・製作 コムストック (発
売) 

2004 444316B DVD589.2||A79 

スリーピー・ホロウ ティム・バートン監督 日本ヘラルド (発
売) 

2000 398227B DVD778||B94 

七 人 の 侍  (DVD Toho. Akira Kurosawa the 
masterworks) 

黒澤明監督 東宝 (発売) 2002 394534B DVD778||Ku76 

バック・トゥ・ザ・フューチャー スティーブン・スピルバーグ [ほか] 
製作総指揮/ロバート・ゼメキス監督/
マイケル・J フォックス [ほか] 出演 

CIC・ビクタービ

デオ 
1988 179963B V778||B13 

  
展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


