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KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索（一部対象外あり）、 
試し読み・リクエスト機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子 
図書館」をご提供致します。 

KinoDen配信中の「猫」関連タイトルを精選してお届けします。 

もっと知りたい！「猫」のこと 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行
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フォーマット
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アクセス1

本体価
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アクセス3

本体価

著者 ISBN

ネコロジー KP00056002 主婦と生活社 201608
EPUB(固定レイ

アウト）
¥2,200 - -

清田予紀 南幅俊輔 9784391149203

のんびり猫旅 KP00055998 主婦と生活社 201504
EPUB(固定レイ

アウト）
¥2,200 - -

南幅俊輔 9784391637588

「ネコ型」人間の時代 KP00014739 平凡社 201804 EPUBリフロー ¥1,760 - ¥2,640

太田肇 9784582858747

猫神様の散歩道 KP00035808 青弓社 200506
EPUB(固定レイ

アウト）
¥3,520 - ¥7,040

八岩まどか 9784787232441

けものづくし KP00014150 平凡社 199312 PDF ¥1,922 - ¥2,884

別役実 9784582760316

哺乳類の足型・足跡

ハンドブック
KP00053653 文一総合出版 201309 PDF ¥3,080 - ¥5,720

小宮輝之 9784829981153

ネコ・かわいい殺し屋 KP00020497 築地書館 201904 PDF ¥5,280 - ¥7,920

ピーター・P・マラ クリス・サンテラ【著】

岡奈理子 山田文雄 塩野﨑和美
9784806715801

猫が教える

ショートカットキー150
KP00029622 インプレス 202005 PDF ¥3,234 - ¥6,468

宮本朱美【著】

七海ときな【絵】
9784295008514

「いい猫だね」 KP00042492 山と溪谷社 201512 EPUBリフロー ¥2,376 - ¥4,752

岩合光昭 9784635510134

動物保護入門 KP00019089 世界思想社 201804 PDF ¥5,940 - ¥11,880

浅川千尋　有馬めぐむ 9784790717188

犬房女子 KP00009586 大月書店 201803 EPUBリフロー ¥3,872 - ¥5,808

藤崎童士［著］ 9784272330911

「大切なのは共感すること。共感とは、相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じることだ」これは、アドラー博士の言葉です。 で

も、そのためにはまず自分の心にかけている鍵をはずす必要がありそうです。この本は、あなたが心にかけている鍵を開けるためのもの。その

ためのツールとして、29の心理テストを用意しました。ネコを題材にしているのは、あなたに猫の目で見、猫の耳で聞き、猫の心で感じても

らうため。猫になる（自分を客観視する）ことで、きっと鍵は開くはず。心と心を通い合わせることも可能になるはずです。

「ソトネコ」写真家として人気の南幅俊輔氏による「ネコ撮りの島旅」ガイド。島の猫たちは人懐っこく、のんびりと穏やかで純粋なハートを

持っています。それは島に住む人たちにも同じことがいえるかもしれません。この本はそんな思い出も含め、猫たちのいる島の景色や表情を

追った猫と島のガイドブックです。猫島リスト：田代島、日間賀島、真鍋島、藍島、黄島、青島、久高島、江ノ島、佐柳島、加唐島、

池島、竹富島。

集団行動を好み、雇い主に従順な「イヌ型」人間から、個人主義で、自由に自発的に行動する「ネコ型」人間へ。変化の激しいＡＩ時

代に生き残るべく行動様式の根本的な転換を説く。

お産や商売繁盛の猫神信仰、身の毛がよだつ化け猫伝説、招き猫に眠り猫…。全国各地60カ所の神社仏閣や祠を訪ね歩き、猫の

神秘の力とそれに魅入られた人々の心性を余すところなく描く。

「チーターはまちがった走り方をしている」（！？）。猫、犬、亀からライオン、いるか、きりん、ユニコーンまで、動物学の謎を別役流に解き

明かす〈怪論〉２５編。解説＝日高敏隆

野生動物からペットまで，日本で見られる151の哺乳類の足跡・足型を収録。スケールつきで，実際のサイズが実感できます。ツシマヤ

マネコやイリオモテヤマネコと野良ネコの足跡の大きさの違い，ペルシャ，アメリカンショートヘアなどの品種による違いなどもわかります。ヒグ

マからヒメネズミまで，野外で見つけた足跡の主を調べるのに必携の図鑑。足の形から見えてくる動物の生活も紹介。

約9500年前に家畜化され、文明の伝播とともに世界中に広がったネコ。人を魅了してやまない彼らの存在は、鳥類や哺乳類をはじめと

する生物群にどのような影響をもたらすのか。捕食による希少種の絶滅や、人や海棲哺乳類への病気の媒介、TNR（捕獲・不妊去

勢・再放逐）の有効性など、野放しネコと環境との関わりを科学的に検証するとともに、各国で行われている対応策とその効果を紹介。

ジャレド・ダイアモンド氏他大絶賛。

ショートカットキーを教えてくれる書籍はたくさんありますが、どうして猫が教えてくれるものが今までになかったんでしょうか…

ただのパソコン書籍ではなく、どうせ教わるなら、カワイイ（つまりそれは猫）に教わりたい！

ただ覚えるのが苦痛なショートカットキーも、猫と一緒なら頑張れるかもしれない……いや、頑張れます！

家猫、野良猫、動物園の虎も含めて、あなたとじゃれ合うのを待ってます。

保護施設や法を歴史的に発展させてきたドイツと、五輪前の野犬保護成功で急速に制度を変革するギリシャ。一方、殺処分、動物実

験など問題の改善が進みにくい日本。施設での保護か、地域での共生か？犬猫を中心に動物と人の望ましい関係を考える。

2013年春、動物愛護法改正に伴い、熊本県動物管理センターで働き始めた玲と和美。ガス室での殺処分が漫然と続く職場で、犬猫

たちを救おう、せめて環境を改善しようと奮闘するも――。現場のリアルに迫るノンフィクション。【推薦】杉本彩さん（女優／公益財団法

人動物環境・福祉協会Eva 理事長）「私にできるか、その苦しみを想像する。胸が張り裂けそうだ。深い愛を持って殺処分の現場に自

ら飛び込む人がいる。彼女らの苦悩と犠牲を知ってほしい。」

岩合光昭さんが旅先で出会った忘れられない猫50匹について語るフォト&エッセイ。  アフリカ、ガラパゴス、オーストラリアなど、世界中を

フィールドに活躍する動物写真の第一人者、岩合光昭さんの人生にはネコが大きな存在を占めています。  ともに暮らした最初のネコから、

旅先で出会ったネコまで、 岩合光昭さんがいままでに出会った忘れられないネコたちについて語ります。  背景にある物語を知ることで、一枚

の写真の世界がより深くなる。岩合ファン必読の1冊。  

9

10

11

内容紹介

1

2

NO 書影

3

4

5

6

7

8



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN 内容紹介

NO 書影

みんなペットに悩んでる KP00015760 東洋経済新報社 201609 EPUBリフロー ¥3,388 ¥6,776 ¥7,623

週刊東洋経済編集部

スプーン1杯からはじめる

猫の手づくり健康食
KP00041925 山と溪谷社 202002

EPUB(固定レイ

アウト）
¥3,696 - ¥7,392

浴本涼子 9784635590488

猫と呑み助 KP00042339 山と溪谷社 201712
EPUB(固定レイ

アウト）
¥3,432 - ¥6,864

はるやまひろぶみ 9784635590457

猫のための家庭の医学 KP00042385 山と溪谷社 201805
EPUB(固定レイ

アウト）
¥4,224 - ¥8,448

野澤延行 9784635590440

猫を飼う前に読む本 KP00057412 誠文堂新光社 201706
EPUB(固定レイ

アウト）
¥2,640 - -

富田園子 山本宗伸 関由香 9784416617540

猫が歩いた近現代
※公共図書館販売不可

KP00057128 吉川弘文館 202106 PDF ¥6,270 - ¥9,405

真辺将之 9784642083980

つらい心がほっこり癒やされる

ゆるねこ×ブッダの言葉
KP00041822 インプレス 202102 PDF ¥3,960 - ¥7,920

アルボムッレ・スマナサーラ【監修】

小川晃代　湯沢祐介【写真】
9784295010937

なめんなよ　又吉の

かっとびアルバム　写真集
KP00050927 リットーミュージック 201601

EPUB(固定レイ

アウト）
¥2,640 - ¥5,280

津田覚【プロデュース】

脇田敏【撮影】
9784845627530

ときめく猫図鑑 KP00042521 山と溪谷社 201603
EPUB(固定レイ

アウト）
¥4,224 - ¥8,448

今泉忠明【監修】　福田豊文【写真】

なかのひろみ【文】
9784635202312

動物の看護師さん KP00029706 大月書店 202003 PDF ¥3,872 - ¥5,808

保田明恵 9784272330980

起きてから寝るまで

ネコ英語表現
KP00020596 アルク 201902 EPUBリフロー ¥4,950 - ¥7,425

吉田研作【監修】 9784757433199

猫の飼育の初歩から病気や飼育の上で知っておきたいこと、食事や予防接種、猫の習性などを猫の専門医が判りやすく解説。 初めて猫

を飼う方でも、すでに猫を飼っている方でもためになる猫の飼育書の決定版。 また、掲載する猫の写真は猫写真家の関由香さんの手に

よるもの。 写真だけでも楽しめる1冊です。
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空前の猫ブームといわれて久しい。化ける・祟(たた)るなど、江戸時代には狡猾(こうかつ)で恐ろしいイメージだった猫は、どのように今日の

地位を獲得していったのか。文豪たちに愛され、ネズミ駆除で重宝された一方、虐待、軍用毛皮の供出、食糧難による猫食いなど、苦

難の路を辿った猫たちへのまなざしの変化を描き、人間社会のなかに猫の歴史を位置づける。

悩まず、怒らず、今日から幸せにニャる!ゆるねこ×ブッダが教えてくれる、46の教え。癒やし効果抜群、疲れた心をほっこり温めてくれるフォ

トブックができました。かわいくてゆる～い猫の写真と、ブッダのありがたい言葉が、あなたの悩みをスーっと消してくれます。

これは可愛すぎる！　こねこのビンテージ・コスプレ写真集  1980年代に大ブームを巻き起こした『なめ猫』が帰って来た！　すべての猫ブー

ムはこの一冊から始まった。又吉とミケ子の名前は知らなくても、つっぱりルックに身を包んだこねこの姿には、見覚えがあるのでは？　モデル

ねこたちの自然な表情や整列した様子は、貴重な瞬間をとらえていて、とってもキュートです。また一見チープながら、今ではここまで作り込

むことは不可能というほどの、細部にこだわった精密な背景や衣装の数々も豪華かつハイテンション！

世界でいちばんかわいい猫図鑑！ 大人気動物写真家、福田豊文氏によるかわいい猫写真が満載です。  私達にとって最も身近な動物

である猫。 本書は、猫好き、猫に興味をもちはじめた方々に向けて、ふつうの図鑑写真とはちがった、よりきれいで、より可愛い、そして何よ

りも“ときめき”を大切にした猫の写真を選りすぐって掲載した新感覚の猫図鑑です。  登場する描種は約40種類。とんだり跳ねたり寝転ん

だり・・・描種ごとに愛らしい猫の姿を見ることができます。

【「愛玩動物看護師」が国家資格化】苦しいと訴えたりしない犬や猫。代わりに具合を伝え、受ける医療を決める飼い主。専門的知見か

ら診療する獣医師。三者それぞれの思いに寄り添い架け橋となって治療を進める動物看護師の仕事を、6人の体験から鮮やかに描き出

す！

ネコと一緒なら英語学習は楽しくなる！　「香箱座り」「ひげ袋」などネコ好きの心をくすぐるちょっとマニアックな表現から、「取り込み中なの」

「あと5分だけ寝かせて」といった使える、ネコと暮らす日常会話でよく使う表現までカバー。「朝」「昼間」「家族・仲間」「お手入れ・健康管

理」「スマホ・PCライフ」「夜」という6つのシーンとテーマごとに、英語表現を学ぶことができます。
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我が家のネコを長生きさせたい。猫が人と共に健やかに暮らせるための「家庭の医学」。 「ねこはときめく」、「またたびにこい」。2つのことばで

愛猫の健康寿命を延ばします。  猫と暮らしていて疑問に感じる、健やかに楽しく暮らすための知恵を獣医さんが伝授。

ほぼ日運営の大人気ペットアプリ「ドコノコ」発の写真も満載。猫のための健康本。

犬・猫を飼っている家庭は全国に１３００万世帯。これら家庭の少なからずが、ペットの病と老いに悩んでいる。飼い主が愛犬・愛猫に

できること。そして「うちの子じゃない子」のためにもできること。

愛猫のために、からだにやさしい健康食はじめませんか？ スプーン一杯をいつものフードにトッピング。おやつを手づくりに。 手軽なご飯作りを

はじめよう。  「安全、安心な素材を選べる」、「添加物が入っていない」、 「新鮮な食材を使える」、「食材の効能を取り入れられる」、 「体調

や好みに合わせられる」など 猫にとって手作り食には良いことがたくさん。  「スプーン1杯」、いつもの市販のフードにトッピングする「ちょっとの

せ」や「おやつ」から 簡単に始められる手づくりごはんと健康的な食についてまとめました。  

猫のいる酒場やバーはいい店が多い。会えても会えなくても、それも『猫』。今宵は気楽に、ちょっと「猫呑み」。   猫のいる酒場やバーは、ゆ

るく力の抜けた良い雰囲気の店が多いもの。  そんな居心地の良い店で、猫と一緒に過ごす「猫呑み」の楽しみ方をご提案。   カウンターの

椅子やお店の片隅に、気ままに佇む猫たち。膝の上に乗ってくることがあるかと、まったく姿を見せないこともあったり。  会えても会えなくて

も、それも「猫呑み」。   
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約束の猫 KP00051030 リットーミュージック 202011
EPUB(固定レイ

アウト）
¥4,950 - ¥9,900

村山早紀【著】

げみ【イラスト】
9784845635573

作家と猫 KP00051637 平凡社 202103 EPUBリフロー ¥4,180 - ¥6,270

平凡社編集部【編】 9784582747119

猫町 KP00050946 リットーミュージック 201611
EPUB(固定レイ

アウト）
¥5,940 - ¥11,880

萩原朔太郎【著】

しきみ【絵】
9784845628797

猫と偶然 KP00050826 作品社 201908 PDF ¥5,940 - ¥8,910

春日武彦 9784861827587

猫の本棚 KP00014406 平凡社 201107
EPUB(固定レイ

アウト）
¥3,080 - ¥4,620

木村衣有子 9784582835120

猫のお化けは怖くない KP00014447 平凡社 201610 EPUBリフロー ¥3,300 - ¥4,950

武田花 9784582837421

内田百閒随筆集 KP00051665 平凡社 202106 EPUBリフロー ¥3,300 - ¥4,950

内田百閒【著】

平山三郎【編】
9784582769166

日髙敏隆　ネコの時間 KP00014092 平凡社 201710 EPUBリフロー ¥2,310 - ¥6,930

日髙敏隆 9784582531633

漱石全集 第１巻

吾輩は猫である
KP00013606 岩波書店 199312 PDF ¥22,000 - ¥66,000

夏目漱石 9784000918015

カモメに飛ぶことを教えた猫 KP00020963 白水社 201903 EPUBリフロー ¥1,980 - ¥2,970

ルイス・セプルベダ【著】

河野万里子【訳】
9784560072233

愛猫との心安らぐ日々、猫が現れる文芸作品、そして紡がれる詩的連想…。猫と人間の美しくも、ちょっと不思議な断章集。

武田百合子『富士日記』、町田康『猫にかまけて』、浅生ハルミン『私は猫ストーカー』などなど、読めば一生モノの「猫文学」をセレクト。

猫と本をこよなく愛する人のための、心に沁みるブックガイド。

猫たちが、そばにいてくれる。人間を愛して、そばにいて、見捨てずにいてくれる。 収録作は猫にまつわる作品のみ！　オールカラーでおくる

短編集。  大人気作家・村山早紀の書き下ろし作品を含む4つの短編に、数多くの装幀で知られるイラストレーター・げみの世界観に寄り

添うやさしいイラストが彩る、華麗な1冊。『春の旅人』『トロイメライ』に続くコラボレーション第３弾は、すべてが猫と人間の物語。オールカ

ラー・全イラスト描き下ろし。  

昭和の文豪から現代の人気作家まで、49名によるエッセイ、漫画、写真資料を収録。笑いあり、涙ありの猫づくしアンソロジー！

萩原朔太郎の『猫町』が人気イラストレーターとコラボレーション!   萩原朔太郎の『猫町』が、『刀剣乱舞』のキャラクターデザインなどで知ら

れ、pixivフォロワー21万人超えを誇るイラストレーター・しきみによって、鮮やかに現代リミックス。全イラスト書き下ろしで贈る、珠玉のコラ

ボレーション・シリーズです。巻末には、『グッドモーニング』『死んでしまう系のぼくらに』などで知られ、今をときめく詩人・小説家である最果タ

ヒのシリーズ共通エッセイを収録。

27

24

25

26

23

28

29

30

愛猫の「くも」が亡くなった。「くも」のことを思い出すうちに、花さんの記憶は現在と過去を自由に行き来する。『こころ』連載をまとめた最新

フォトエッセイ集。

借金、酒、猫、鉄道……。諧謔と機知に満ちた百閒の随筆を、阿房列車シリーズに同乗した「ヒマラヤ山系」こと平山三郎が精選。

チョウ、ネコ、そして人間……。自然の世界は生き物たちの不思議と知恵でいっぱい！日本の動物行動学の第一人者として活躍した著

者の、ユーモアと発見に満ちた随筆を厳選。

32

黒猫のゾルバが、ひん死のカモメに誓った三つの約束。その約束をまもるには、大いなる知恵と、なかまたちの協力が必要だった……。

31
近代日本人の精神的支柱でありつづけた漱石の文業は、今も強く私たちにはたらきかけてくる力を持っています。先の見えない閉塞感に

とらわれがちな今、漱石から学ぶべきものは決して少なくありません。1993年に刊行を開始した新しい『漱石全集』をより充実させました。
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