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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「犬」関連タイトルを精選してお届けします。 

もっと知りたい！「犬」のこと 
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底本刊行
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本体価
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著者 ISBN

レスキュードッグ・ストーリーズ KP00042435 山と溪谷社 201811
EPUB

リフロー
¥2,376 - ¥4,752

樋口明雄 9784635048606

ハッピーわんこの

お名前占い事典
KP00045493 三和書籍 201701 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

しーちゃん・M.ローズマリー 9784862512086

犬と鷹の江戸時代
※公共図書館販売不可

KP00010999 吉川弘文館 201604 PDF ¥5,940 - ¥8,910

根崎光男 9784642058230

しっぽのはえたパートナー KP00032622 法研 199907
EPUB(固定

レイアウト）
¥1,430 - -

星野有史【著】

内田かずひろ【絵】
9784879542946

きみを忘れない

介助犬ロッキーの物語
KP00062185

ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン
201003

EPUB

リフロー
¥5,720 ¥6,435 ¥7,150

藤原嗣治 9784887597990

古代中国の犬文化 KP00009937 大阪大学出版会 200502 PDF ¥15,180 - ¥28,380

桂　小蘭 9784872591880

犬神考 KP00025070 早稲田大学出版部 201906 PDF ¥5,280 - ¥6,600

酒井貴広 9784657198020

犬からみた人類史 KP00027030 勉誠出版 201905 PDF ¥8,360 - ¥12,540

大石高典　近藤祉秋

池田光穂【編】
9784585230700

ダーウィンが愛した犬たち KP00049733 勁草書房 202012 PDF ¥6,380 - ¥9,570

エマ・タウンゼンド【著】

渡辺政隆【訳】
9784326750573

犬・猫の気持ちで

住まいの工夫　増補改訂版
KP00066079 彰国社 201511 PDF ¥3,960 - ¥5,940

金巻とも子 9784395320523

日本第2位の高峰、北岳を舞台に山岳救助隊と山岳救助犬が駆ける！  

遭難者の救出、激烈な山岳気象、山の不思議、さらに高齢者登山や南アルプスのリニア問題、ライチョウの保護など、さまざまな

視点から人と山、そして犬との絆を描き出す。

ありそうでなかったペットの名前占い?数年前に好評を博した「おとだま名前占い」を犬の名前にも適応させて展開したものです。本

書の特徴は、わんこの名前を「音」を中心にみていることです。この音をもつわんこはどんな性格になるか、この音をつかうとどんな性

格になるか、また人間家族とわんこ、わんこ同士の相性判断もできます。名付ける際はもちろん、人間との相性や犬同士の相性を

判断する場合にも参考になります。

江戸時代、犬・鷹・人間との関係には将軍権力が密接に絡み合っていた。犬に対する政策は五代将軍綱吉ばかりではなく、八

代将軍吉宗もまた、鷹狩りの復活にともなう野犬対策として積極的に取り組んだ。中野犬小屋は綱吉の死により廃止されたとい

う従来の通説を見直し、元禄～享保の約60年間に大きく揺れ動いた政治や文化を、動物を通して描く。※著作権などの理由に

より、掲載されていない画像がございます。

福祉の現状を浮き彫りにする盲導犬ミントと視覚障害者の物語。心の繋がりを軸に、本当の思いやりとは？と考えさせられる。助

け合って生きることの素晴らしさに気づく感動の本。

動物と話せるアニマルコミュニケーターによって明らかとなった介助犬ロッキーと飼い主滋弘くんの深い絆。

今なお飼い主を待ちつづけるロッキーの知られざる想いをついに書籍化！

古代中国における犬食の習慣は歴史が長く，奥行きが広く，陰陽五行思想や忠君，敬老，養生および等級制度といった中

国独特の礼文化に根ざしたものであり，まさに一種の食文化，食の思想といえる．本書は犬を祀り食用とするこの中国の習慣

を，陰陽五行思想や中国伝統医学との関連から詳細に調査し，古代から現代までを追った初めての書である．

人はなぜ迷信にとらわれてきたのか――。かつて高知県内を中心に流布した憑きもの筋の一種、「犬神」。この前近代的な観念

が戦後、人々の間で変容していく過程を古老たちへのインタビューや過去の資料分析を通じて解明する。

人は最も身近なパートナーである犬と、どのようにして関係を築いてきたのか？進化生物学から、文化人類学、民俗学、考古学、

実際の狩猟現場……、過去から未来まで、様々な角度からとらえた犬の目線で語られる、「犬好きの、犬好きのための、犬好きの

執筆陣による」全く新しい人類史！！

進化理論の根幹を支えたのは、ガラパゴスのフィンチでもゾウガメでもなく、愛する犬たちだった！　ダーウィンにとって、犬こそがいちば

ん身近で、付き合いの長い相棒なのだ。愛犬ボブやポリーの視点から語る、犬大好き人生と発想の秘密。そして『種の起源』に

は、動物好きのイギリス社会を意識した巧妙なレトリックが仕込まれていた！

一級建築士で動物行動学に詳しく、室内飼育をする住まいの設計･アドバイスを多く手がける著者が、その蓄積をもとに、飼い主

がよくつきあたる悩みにQ&Aで答えながら「犬や猫と共にくらす住まいづくり」のノウハウを伝える。今版では、自由に歩き回る動物で

ある猫などをいかにして室内で満足させるかの工夫やさまざまな対応、災害時に向けての対策の解説を増やした。
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NO 書影

ペットと暮らす住まいのデザイン
※公共図書館販売不可

KP00057839 丸善出版 201310 PDF ¥9,900 ¥12,540 ¥14,850

廣瀬慶二 9784621087404

柴犬のひみつ KP00042243 山と溪谷社 201612
EPUB

リフロー
¥3,168 - ¥6,336

長島孝行　福山貴昭

朝岡紀行【監修】

間曽さちこ【編】

9784635590433

犬の日本史 KP00008240 吉川弘文館 201207 PDF ¥6,930 - ¥10,395

谷口研語 9784642063821

一流犬をつくる最強の食事法 KP00011455 東洋経済新報社 201706
EPUB

リフロー
¥4,290 ¥5,720 ¥6,435

橋長誠司 9784492046135

ドイツの犬はなぜ吠えない？ KP00014560 平凡社 200701
EPUB(固定

レイアウト）
¥1,628 - ¥2,442

福田直子 9784582853599

わたしたちの「犬暮らし」 KP00030318 マイナビ出版 201812 PDF ¥3,795 - ¥9,487

わたしたちの編集部【編】 9784839968038

愛犬の日本史 KP00032460 平凡社 202007
EPUB

リフロー
¥2,112 - ¥3,168

桐野作人　吉門裕 9784582859508

犬のための 家庭の医学 KP00041916 山と溪谷社 202001
EPUB(固定

レイアウト）
¥4,224 - ¥8,448

野澤延行 9784635590464

スプーン1杯からはじめる

犬の手づくり健康食
KP00041926 山と溪谷社 202002

EPUB(固定

レイアウト）
¥3,696 - ¥7,392

浴本涼子 9784635590495

大きな犬と暮らす

Living with Big Dogs
KP00056571 誠文堂新光社 201707

EPUB(固定

レイアウト）
¥5,280 - -

愛犬の友編集部 9784416617342

「秘蔵の洋犬」をめぐる薩摩島津家の20年戦争、くしゃみで鼻から絹糸を出し、恩返しする犬の奇異な伝説、明治天皇に愛され

た狆（ちん）など、知られざる愛犬の歴史を明かす。

２つのコトバで愛犬の健康寿命が延びる。

ベテラン獣医師・犬先生が書いた、一家に一冊の健康本。

「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。

体調に合わせ、毎日じゃなくても始められる犬のための「健康食」をご紹介します。

同じ犬といっても、小型犬と大型犬では飼育の仕方も、暮らし方、食事に至るまでまるで異なります。  そこで体重30kg前後の犬

から、60kgを超えるような超大型犬と共に暮らすための大型犬専門マガジンの登場です。  しつけやご近所への配慮、室内外の

環境の整え方、大型犬連れの旅行、病気や介護といった、大きな犬と暮らす上で考えなけれないけないさまざまなことを、専門家

や実際に大型犬を飼っている人の意見を中心に1冊にまとめました。

人気インスタグラマーによる人と犬が楽しく暮らすためのアイディアとモフモフ生活！人間も犬も我慢しない、快適に過ごせる部屋作

りのコツ、散らからない収納の仕組み、買ってよかった犬グッズなど犬スタグラマー必見の一冊。 犬を飼っている人はもちろん、犬好き

の人、これから犬を飼いたい人も知っておきたい、犬と過ごす理想の暮らし方をかわいい犬の姿とともに教えます。 1匹から多頭飼い

まで愛犬と快適に暮らすヒント集。

ペットと暮らす理想の家づくりを実現するためのヒントが、たくさんの写真とともに、詳しく紹介されています。 一般住宅を対象とした

フィールドワークから犬や猫と暮らす住まいの問題点を明らかにし、何をどのように改善すべきかを考えていきます。そして、動物行動

学の知識を交えながら問題を解決する住宅設計ノウハウを10年以上の試行錯誤の末にたどり着いたディテールとともに紹介しま

す。

柴犬のことをもっと知る、柴犬と幸せに暮らすためのキホンをQ＆A形式で解説。

柴犬の専門家や獣医さんが質問にやさしく詳しくお答えします。

柴犬好きの方、柴犬を飼っている方必見！

人間に歴史があるなら犬にも歴史がある。縄文犬の登場、記紀神話と白い犬、平安京の犬、中世の犬追物ブーム、南蛮犬の渡

来、犬の超能力、狂犬病など、様々なエピソードで綴った、犬と人との一万年に及ぶ交流史を復刊。

ペット業界の裏表を知り尽くした男が本音で語る！ペットショップも獣医師も教えてくれなかった、愛犬を「最高に幸せなワンちゃん」

にするための“正しい知識”。日本のペットオーナーの必読書！

紐なしで地下鉄に乗り込むわんこたち、“犬飼い免許証”取得を目指す飼い主たち、過激化する“動物愛護テロ”……。犬と動物

をめぐる硬軟さまざまな騒動をペット大国ドイツから報告。
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NO 書影

50歳からの充実ライフ！

犬を飼う
KP00056910 誠文堂新光社 201403

EPUB(固定

レイアウト）
¥3,300 - -

愛犬の友編集部【編】 9784416614877

最新版　愛犬の病気百科 KP00056915 誠文堂新光社 201402
EPUB(固定

レイアウト）
¥5,500 - -

愛犬の友編集部【編】 9784416614648

もっと楽しい トイ・プードルライフ KP00058683 誠文堂新光社 201901
EPUB(固定

レイアウト）
¥3,080 - -

愛犬の友編集部【編】 9784416519059

スヌーパー　君がいた40日 KP00041851 山と溪谷社 201903
EPUB

リフロー
¥3,168 - ¥6,336

丹由美子 9784635330763

紀州犬　熊五郎物語 KP00042396 山と溪谷社 201807
EPUB

リフロー
¥2,323 - ¥4,646

甲斐崎圭 9784635048477

起きてから寝るまで

イヌ英語表現
KP00020595 アルク 201902

EPUB

リフロー
¥4,950 - ¥7,425

吉田研作【監修】

春日聡子【解説・執筆】
9784757433205

南総里見八犬伝　上 KP00004394 勉誠出版 200406 PDF ¥6,600 - ¥9,900

滝沢馬琴　鈴木邑【訳】 9784585070634

南総里見八犬伝　下 KP00004395 勉誠出版 200406 PDF ¥6,600 - ¥9,900

滝沢馬琴　鈴木邑【訳】 9784585070641

雌犬 KP00066859 国書刊行会 202204
EPUB

リフロー
¥5,280 - ¥7,920

ピラール・キンタナ【著】

村岡直子【訳】
9784336067296

犬と一緒に生活する人の日常を朝から夜まで6つのシーン（章）に分け、犬を飼っている多くの方が共感するフレーズを収録。愛

犬との日常生活における行動や気持ちを全部英語で言えるようになります。SNSへの投稿などを通じて、世界のイヌ好きとつながり

たい人にもおススメです。動画などSNSのコンテンツをより楽しむための表現も紹介しています。 

人間と犬の結婚で生まれ、運命に導かれる八犬士の、波乱万丈の人生を描く上巻。 江戸時代の大ベストセラー、痛快冒険物

語を読む!

本書は、子育てがほぼ完了する50代から60代の方々が犬を飼うための本です。  自分が年を取ると、生涯飼い切れるか不安に

思う人も多いですが、その不安を生活状況や年齢に合った犬種選びによって解消。さらに犬を飼うことで得られる充実した生活を

送るためのノウハウを教えます。  犬がいるからこそ自分が健康でいられる、そのための犬との上手な付き合い方をテーマに、もう一度

子育てをする感覚で、おおいに愛犬生活を楽しみましょう。

本書では、犬の体の各部位と、そこに見られる病気を、眼科編、耳鼻科編、呼吸器科編、内科編といった各部に分けて紹介。

子犬期から老犬期に至るまでの各症状由来の病気の解説と、飼い主が知っておかなければならない初期症状の見分け方、対応

方法を解説します。

犬種別の初心者向け飼育書。    初めてトイ・プードルを飼う方やこれから飼おうと考えている方に向け、これ1冊で飼育の基本的

なこと、食事や病気、トレーニング、月ごとの飼育のコツなどをまとめた犬種別飼育書シリーズの1冊。    プードルの飼育のポイントに

ついて、そしてトイ・プードルのサイズや特性について初心者でもわかりやすく解説。  愛犬との暮らしをより楽しくするための情報が満

載です。

3.11　未曾有の揺れと巨大な津波が東日本を襲った。石巻の渡波小学校では、家を失った数十人と一匹の犬が同じ教室の中

で避難をしていた。

なぜ大型犬でも一緒に居られたのか？それはスヌーパーが狭い教室の中、なくてはならない存在だったから。

この本は人間と犬の絆はもちろん、飼い主の心得、地域の準備を考えさせる１冊です。

狼の血を引き、本来はイノシシを獲る猟犬として活躍する紀州犬。紀州犬・熊五郎は、北海道の羅臼の地で果敢にエゾジカやヒ

グマにまでも立ち向かった伝説の名犬。名猟犬の血を正統に受け継ぐ熊五郎と犬を取り巻く人々との共生の姿を描く。奇跡的に

紡がれた純血と、人と犬の信頼関係が、一頭の紀州犬を通じて語られる。  
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集結した八犬士たちはどのようにして里見家の危機を救ったか、を描く下巻。 江戸時代の大ベストセラー、痛快冒険物語を読む!

この世から忘れ去られた海辺の寒村。子どもをあきらめたひとりの女が、一匹の雌犬を娘の代わりに溺愛することから、奇妙で濃密

な愛憎劇が幕を開ける……スペイン語圏屈指の実力派作家による問題作。

デジタル情報営業部   TEL:03-6910-0518    

〒153-8504 東京都目黒区下目黒 3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

Excelリストはこちら ⇒ https://kinoden.kinokuniya.co.jp/product/img/KD0343_list.xlsx 
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