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イヌと暮らす

イヌのカラダにいいこと事典　ウチのワンコが
長生きする!

臼杵 新／監修 世界文化社 2021.6 645.6/ｳｽ21/ 0015836810

柴犬の気持ちと飼い方がわかる本　しぐさや行
動を探る最新アプローチ!

加藤 元／監修 主婦の友社 2018.6 645.6/ｶﾄ20/ 0015188162

室内犬の飼い方・しつけ方BOOK　賢いワンコ
に育てるしつけ方から健康のためのケアまで

佐藤 真貴子／
監修

成美堂出版 2014.7 645.6/ｻﾄ14/ 0012541355

やってはいけない愛犬のしつけ 中西 典子／著 青春出版社 2019.5 645.6/ﾅｶ19/ 0014967699

しぐさでわかるイヌ語大百科　カーミング・シグナルと
ボディ・ランゲージでイヌの本音が丸わかり!

西川 文二／著
ソフトバンククリ
エイティブ

2013.2 645.6/ﾆｼ13/ 0011688348

かんたん犬ごはん　プチ病気・生活習慣病を撃
退!老犬元気!

須崎 恭彦／著
女子栄養大
学出版部

2020.2 645.63/ｽｻ20/ 0015169261

愛犬を長生きさせる食事　あなたの選ぶペット
フードで寿命が変わる!

林 文明／著 小学館 2015.10 645.63/ﾊﾔ15/ 0013212576

老犬との幸せな暮らし方　認知症・病気・介護・
日常生活から最新治療法まで

石井 万寿美／著 水曜社 2012.8 645.66/ｲｼ13/ 0011270626

ネコと暮らす
手作りネコのおうち　段ボールで簡単!手作り
キャットハウス

カリン・オリバー
／著

エクスナレッジ 2017.9 645.7/ｵﾘ17/ 0014106629

猫の學校　猫と人の快適生活レッスン 南里 秀子／著 ポプラ社 2017.1 645.7/ﾅﾝ17/ 0013766621

猫との暮らしを楽しむヒント228 西 イズミ／著 河出書房新社 2015.6 645.7/ﾆｼ15/ 0013100151

猫にもできる超簡単トレーニング
ジョー=ロージー・
ハフェンデン／著

エクスナレッジ 2019.8 645.7/ﾊﾌ19/ 0015011067

家ねこ大全285　現役獣医師が猫のホンネから
不調の原因までを解説!

藤井 康一／著 KADOKAWA 2020.9 645.7/ﾌｼ20/ 0015568074

猫の困った行動予防&解決ブック　猫ゴコロを
知って楽しく暮らそう

藤井 仁美／著 緑書房 2020.12 645.7/ﾌｼ21/ 0015701501

猫の心と通じ合う技術　猫の五感を体験し、猫
の知能を探検しよう

サリー・モーガ
ン／著

エクスナレッジ 2018.7 645.7/ﾓｶ18/ 0014489058

猫にいいこと大全　体、心、暮らし+コミュニケー
ション 1冊で猫の生活の質がぐんとアップ

茂木 千恵／監修 主婦の友社 2021.7 645.7/ﾓｷ21/ 0015833585

猫とわたしの終活手帳 服部 幸／著
トランスワール
ドジャパン

2016.6 645.76/ﾊﾂ16/ 0013546023

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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ペットと人間

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 新潮社 2013.8 645.6/ｶﾀ14/ 0012032942

犬と猫　ペットたちの昭和・平成・令和 小林 照幸／著 毎日新聞出版 2020.9 645.6/ｺﾊ20/ 0015605272

人、イヌと暮らす　進化、愛情、社会
長谷川 眞理子
／著

世界思想社 2021.11 645.6/ﾊｾ21/ 0015963507

人とペットの赤い糸　人もペットも幸せになれる
72のヒント

越村 義雄／著 学研プラス 2021.7 645.9/ｺｼ21/ 0015866627

ペットのトラブル・病気・安全

知って得する!ペット・トラブル解決力アップの秘
訣38!　ペット弁護士浅野明子先生の

浅野 明子／著 大成出版社 2014.3 645.6/ｱｻ14/ 0012368916

いぬとわたしの防災ハンドブック
いぬの防災を考
える会／著

パルコエンタテイン
メント事業部 2016.3 645.6/ｲﾇ16/ 0013459334

ペットのトラブル相談Q&A　基礎知識から具体
的解決策まで

渋谷 寛／著 民事法研究会 2020.3 645.6/ｼﾌ20/ 0014680417

犬と一緒に生き残る防災BOOK　決定版
犬防災編集部
／編

日東書院本社 2021.1 645.6/ﾆﾂ21/ 0015717408

知って安心!!可愛いペットと暮らすための知識
出会いからお見送り、ペット信託まで

服部 薫／著 梓書院 2014.3 645.6/ﾊﾂ14/ 0012368932

ペットの命を守る本　もしもに備える救急ガイド
サニー カミヤ／
著

緑書房 2021.12 645.66/ｶﾐ21/ 0015986292

犬のための家庭の医学 野澤 延行／著 山と溪谷社 2020.1 645.66/ﾉｻ19/ 0015111628

猫と暮らしている人のやさしくわかる防災と避難 小林 元郎／監修 ナツメ社 2020.7 645.7/ｺﾊ20/ 0015324643

もしものためのペット専門医療 中村 泰治／著
幻冬舎メディアコン
サルティング 2021.10 645.96/ﾅｶ22/ 0015468994

ペットに関するＤＶＤ

犬は大事なパートナー　上手な飼い方、しつけ方 藤井　聡／講師
２００６．
１１

V645/ｲ/ 0200131100

犬と猫と人間と 飯田　基晴／監督
映像グループ
ローポジション

〔２０１０．
６〕

V645/ｲ/ 0200160232

金子真弓のリセット・トレーニング　まだ間に合う愛
犬のしつけ

金子 真弓／指導 スタービット [2004.9] V645/ｶ/ 0200196384

さすらいのドッグトレーナーｖｏｌ．１　問題犬スペシャ
リスト　あなたのダメ犬しつけます（全6巻）

ジェネオンエン
タテインメント

２００７．
６

V645/ｻ/1 0200120723

全国共通飼い主のための愛犬防災Vol.1　　すべて
は備えから編　（全2巻）

[2019.7] V645/ｾ/1 0200252682

ＤＡＤエデュケーションＶｏｌ．１　愛犬があなたのため
に行動する、シツケから一歩進んだ「育て方」　犬を
もっと知ろう！（全3巻）

ワンオンワン
（制作）

〔２００６．
２〕

V645/ﾃ/1 0200087898

街はいつでも猫日和　東京ねこ物語 飯島 正広／撮影 小学館 [2005.6] V645/ﾏ/ 0200185650

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　自然科学班
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