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動物愛護センターの取組

ゼロ!　こぎゃんかわいか動物がなぜ死なねば
ならんと?

片野 ゆか／著 集英社 2012.6 645.6/ｶﾀ12/ 0011383817

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

殺処分ゼロの理由(わけ)　熊本方式と呼ばれ
て

松田 光太郎／著
熊日情報文化
センター(制作)

2012.3 645.6/ﾏﾂ12/ 0011248325

犬たちをおくる日　この命、灰になるために生ま
れてきたんじゃない

今西 乃子／著 金の星社 2015.9 C645/ｲﾏ/ 0012882130

赤ちゃんネコのすくいかた　小さな“いのち”を
守る、ミルクボランティア

児玉 小枝／写
真・文

集英社 2016.8 C645/ｺﾀ/ 0013581525

ペットをめぐる問題

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

ペット訴訟ハンドブック　関係法・判例解説、交通事故、動
物病院、飼い主が加害者となる場合、ペットショップ、ペッ
トホテル、トリミングショップ、ペットをめぐる近隣トラブル

渋谷 寛／著 日本加除出版 2020.10 645.6/ｼﾌ20/ 0015646268

動物たちの悲鳴が聞こえる　それでも命を買い
ますか? 続

杉本 彩／著 ワニ・プラス 2020.2 645.6/ｽｷ20/ 0015164262

動物愛護法入門　人と動物の共生する社会の
実現へ

東京弁護士会公
害・環境特別委員
会／編

民事法研究会 2020.9 645.6/ﾄｳ20/ 0015383912

動物は「物」ではありません!　杉本彩、動物愛
護法“改正”にモノ申す

杉本 彩／著 法律文化社 2021.6 645.9/ｽｷ21/ 0015450539

動物愛護ってなに?　知っておきたいペットと動
物愛護管理法

浅川 千尋／監修 PHP研究所 2021.11 C645/ｱｻ/ 0015455025

動物と人間

人とペットの心理学　コンパニオンアニマルとの
出会いから別れ

濱野 佐代子／
編著

北大路書房 2020.2 645.6/ﾊﾏ20/ 0015195845

ペットがもたらす健康効果　国内外の科学論文
のレヴューから考える

人と動物の関係学
研究チーム／編著

社会保険出
版社

2020.10 645.6/ﾋﾄ21/ 0015678154

犬と人の絆　なぜ私たちは惹かれあうのか
アレクサンドラ・ホ
ロウィッツ／著

緑書房 2021.10 645.6/ﾎﾛ21/ 0015933989

動物たちの家 奥山 淳志／[著] みすず書房 2021.8 645.9/ｵｸ21/ 0015882822

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

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。

「動物の「適正飼養」を考えよう
～岡山県動物愛護センターの取組～」
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もしもに備える（救急・防災）

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

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

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

猫と一緒に生き残る防災BOOK　決定版
猫びより編集部
／編

日東書院本社 2018.12 645.7/ﾀﾂ18/ 0014798276

犬連れ災害対策マニュアル　地震、豪雨…災
害から愛犬を守るための備えと知識

枻出版社 2020.8 L645.6/ｲﾇ20/ 0015537459

飼い主が知っておきたい!動物病院と獣医療の
最前線

枻出版社 2019.12 L645.66/ｶｲ19/ 0015110109

飼い方（犬）

江戸のドッグトレーナー　犬牽の伝統に学ぶス
トレスフリーな愛犬生活

荻島 大河／著 星海社 2021.8 645.6/ｵｷ21/ 0015910243

犬にウケる飼い方 鹿野 正顕／著 ワニブックス 2021.10 645.6/ｶﾉ21/ 0015930753

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

愛犬との幸せなさいごのために　必ずくるお別
れのときに後悔しない知識と心構え

俵森 朋子／著 河出書房新社 2021.5 645.66/ﾋﾖ21/ 0015816457

明るい老犬生活　今日からできる頑張りすぎな
い12のこと

老犬生活応援
隊／著

文一総合出版 2019.2 645.66/ﾛｳ19/ 0014844146

飼い方（ネコ）

今泉先生教えて!一度は猫に聞いてみたい100
のこと　誰もが知りたかった猫の行動図鑑

今泉 忠明／著 宝島社 2020.2 645.7/ｲﾏ20/ 0015171135

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

猫が食べると危ない食品・植物・家の中の物図
鑑　誤食と中毒からあなたの猫を守るために

服部 幸／監修 ねこねっこ 2021.3 645.76/ﾊﾂ21/ 0015693369

ネコとの新生活完全ガイド　楽しくて幸せな生
活のコツ教えます

晋遊舎 2020.4 L645.7/ﾈｺ20/ 0015352651

飼い方（その他）

正しく知っておきたいハムスターの食事と栄養
長生きサポートBOOK

山口 俊介／監
修

メイツユニバー
サルコンテンツ

2020.9 645.9/ﾔﾏ20/ 0015605421

よくわかるウサギの食事と栄養　食事の与え方と選び
方、目的別に引けて使いやすい!ウサギの健康のために
一家に一冊!

大野 瑞絵／著 誠文堂新光社 2019.11 645.99/ｵｵ19/ 0015098262

いちばんよくわかる!インコの飼い方・暮らし方 青沼 陽子／監修 成美堂出版 2021.10 646.8/ｱｵ21/ 0015925373

フクロウ完全飼育　飼育、品種、接し方がよくわ
かる

藤井 智之／著
誠文堂新光
社

2020.5 646/ﾌｼ20/ 0015291289

カラーアトラスエキゾチックアニマル哺乳類編
種類・生態・飼育・疾病

霍野 晋吉／著 緑書房 2019.3 649/ﾂﾙ19/ 0014968010
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