
2F企画展示

市大動物園 展示期間：2013.7.16～8.11

書名 配置場所 請求記号
干支(えと)の動物誌 / 阿部禎著. -- 技報堂出版, 1994.10. 3F開架新体系 480.4//A12//8978
生きものたちの奇妙な生活 : 驚きの自然誌 / マーティ・クランプ著 ; 長野敬, 赤松眞紀訳. --
青土社, 2009.5.

3F開架新体系 480.4//C94//8275

犬とぼくの微妙な関係 / 日高敏隆著. -- 青土社, 2013.1. 3F開架新体系 480.4//H54//1809
犬のことば / 日高敏隆著. -- 新版. -- 青土社, 2012.7. 3F開架新体系 480.4//H54//6309
動物トリビア図鑑 : 明日から使える動物雑学100問 / 佐藤栄記著. -- 東京書籍, 2011.9. 3F学生選書 480.4//SA85//7892
ゴリラの森でうんちを拾う : 腸内細菌学者のフィールドノート / 牛田一成著. -- アニマル・メディ
ア社, 2012.6.

3F開架新体系 480.4//U93//7811

動物の赤ちゃんを育てる : 動物園飼育員50年 / 亀井一成著. -- 朝日新聞社, 2002.9. -- (朝
日選書 ; 711).

3F開架新体系 480.76//KA34//6971

冷凍動物園の仲間たち / 相馬廣明著. -- 丸善, 1984.5. 3F開架新体系 480.76//SO36//8551
生まれ変わる動物園 : その新しい役割と楽しみ方 / 田中正之著. -- 化学同人, 2013.4. --
(DOJIN選書 ; 52).

3F開架新体系 480.76//TA84//6456

動物に権利はあるか / ローレンス・プリングル著 ; 田邉治子訳. -- 日本放送出版協会,
1995.3.

3F開架新体系 480.79//P93//2205

野生との共存 : 行動する動物園と大学 / 羽山伸一, 土居利光, 成島悦雄編著 ; 吉川美紀 [ほ
か] 著. -- 地人書館, 2012.7.

3F開架新体系 480.9//H47//4190

動物学がわかる。. -- 朝日新聞社, 1997.2. -- (AERA MOOK ; No. 22 . 「学問がわかる。」シ
リーズ ; 18).

3F開架新体系 480//D81//0785

僕らが死体を拾うわけ : 僕と僕らの博物誌 / 盛口満著. -- どうぶつ社, 1994.9. 3F開架新体系 480//MO48//8447
ドードーを知っていますか / ショーン・ライス絵 ; ピーター・メイル,ポール・ライス文 ; 斉藤健一
訳. -- 第2版. -- 福武書店, 1995.2.

3F開架新体系 480//R33//2526

シマウマの縞蝶の模様 : エボデボ革命が解き明かす生物デザインの起源 / ショーン・B・キャロ
ル著 ; 渡辺政隆, 経塚淳子訳. -- 光文社, 2007.4.

3F開架新体系 481.2//C22//2266

卵が私になるまで : 発生の物語 / 柳澤桂子著. -- 新潮社, 1993.5. -- (新潮選書). 3F開架新体系 481.2//Y53//5321
生きものは昼夜をよむ : 光周性のふしぎ / 沼田英治著. -- 岩波書店, 2000.6. -- (岩波ジュニ
ア新書 ; 352).

4F新書版 481.3//N99//9361

空飛ぶガチョウはなぜ太らないか : ヒトと動物の進化戦略 / E. P. ウィドマイアー著 ; 今福道夫
訳. -- 化学同人, 2000.7.

3F開架新体系 481.3//W71//4425

動物は色が見えるか : 色覚の進化論的比較動物学 / ジェラルド H. ジェイコブス著 ; 三星宗
雄訳. -- 晃洋書房, 1994.5.

3F開架新体系 481.37//J12//6856

動物たちは何を見ている? / 武藤政春著. -- 泰流社, 1994.9. 3F開架新体系 481.37//MU93//8557
ヒトの見ている世界蝶の見ている世界 / 野島智司著. -- 青春出版社, 2012.2. -- (青春新書
INTELLIGENCE ; PI-348).

4F新書版 481.37//N93//9517

動物にとって社会とはなにか / 日高敏隆[著]. -- 講談社, 1977.8. -- (講談社学術文庫). 4F文庫版 481.7//H54//5324
森の動物の100不思議 / 日本林業技術協会編. -- 東京書籍, 1994.2. 3F開架新体系 481.7//N71//8559
ピカソを見わけるハト : ヒトの認知、動物の認知 / 渡辺茂著. -- 日本放送出版協会, 1995.9. -
- (NHKブックス ; 747).

3F開架新体系 481.7//W46//7403

働かないアリに意義がある / 長谷川英祐著. -- メディアファクトリー, 2010.12. -- (メディアファ
クトリー新書 ; 015).

4F新書版 481.71//H36//5093

奇妙でセクシーな海の生きものたち / ユージン・カプラン著 ; 土屋晶子訳. -- インターシフト. 3F開架新体系 481.72//KA61//9346
大阪湾の生きもの図鑑 / 新野大写真・解説. -- 東方出版, 2004.5. 3F開架新体系 481.72//N76//5873
サボり上手な動物たち : 海の中から新発見! / 佐藤克文, 森阪匡通著. -- 岩波書店, 2013.2.
-- (岩波科学ライブラリー ; 201).

3F開架新体系 481.72//SA85//2261

ペンギンもクジラも秒速2メートルで泳ぐ : ハイテク海洋動物学への招待 / 佐藤克文著. -- 光
文社, 2007.8. -- (光文社新書 ; 315).

4F新書版 481.72//SA85//5682

新・海洋動物の毒 : フグからイソギンチャクまで / 塩見一雄, 長島裕二共著. -- 成山堂書店,
2013.1.

3F開架新体系 481.72//SH74//2589

冬眠の謎を解く / 近藤宣昭著. -- 岩波書店, 2010.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1244). 4F新書版 481.77//KO73//1089
動物たちの喜びの王国 / ジョナサン・バルコム著 ; 土屋晶子訳. -- インターシフト. 3F開架新体系 481.78//B16//4270
本能はどこまで本能か : ヒトと動物の行動の起源 / マーク・S・ブランバーグ著 ; 塩原通緒訳. -
- 早川書房, 2006.11.

3F開架新体系 481.78//B59//8315

動物たちの心の世界 / マリアン・S・ドーキンズ著 ; 長野敬 [ほか] 訳. -- : 新装版. -- 青土社,
2005.5.

3F開架新体系 481.78//D47//6384

動物たちのゆたかな心 / 藤田和生著. -- 京都大学学術出版会, 2007.4. -- (学術選書 ; 022 .
心の宇宙 ; 4).

3F開架新体系 481.78//F67//1897

似せてだます擬態の不思議な世界 / 藤原晴彦著. -- 化学同人, 2007.1. -- (DOJIN選書 ; 2). 3F開架新体系 481.78//F68//9720

生き物をめぐる4つの「なぜ」 / 長谷川眞理子著. -- 集英社, 2002.11. -- (集英社新書 ;
0168G).

4F新書版 481.78//H36//0570

カモメの離婚 / ウィリアム・ジョーダン著 ; 相原真理子, 堀内静子訳. -- 白水社, 1994.12. --
(アメリカ・ナチュラリスト傑作選).

3F開架新体系 481.78//J75//8561

先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2007.3. -- (「鳥取環
境大学」の森の人間動物行動学).

3F開架新体系 481.78//KO12//1275

先生、モモンガの風呂に入ってください! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2012.3. -- (「鳥取環境
大学」の森の人間動物行動学).

3F開架新体系 481.78//KO12//1413
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書名 配置場所 請求記号
絵でわかる動物の行動と心理 / 小林朋道著. -- 講談社, 2013.3. -- (絵でわかるシリーズ). 3F開架新体系 481.78//KO12//4427
先生、キジがヤギに縄張り宣言しています! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2011.4. -- (「鳥取環
境大学」の森の人間動物行動学).

3F開架新体系 481.78//KO12//5075

先生、子リスたちがイタチを攻撃しています! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2009.7. -- (「鳥取
環境大学」の森の人間動物行動学).

3F開架新体系 481.78//KO12//8604

先生、シマリスがヘビの頭をかじっています! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2008.10. -- (「鳥取
環境大学」の森の人間動物行動学).

3F開架新体系 481.78//KO12//8605

先生、カエルが脱皮してその皮を食べています! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2010.4. -- (「鳥
取環境大学」の森の人間動物行動学).

3F開架新体系 481.78//KO12//8607

ゾウがすすり泣くとき : 動物たちの豊かな感情世界 / ジェフリー・M・マッソン, スーザン・マッ
カーシー著 ; 小梨直訳. -- 河出書房新社, 1996.11.

3F開架新体系 481.78//MA65//3150

ダンゴムシに心はあるのか : 新しい心の科学 / 森山徹著. -- PHP研究所, 2011.4. -- (PHPサ
イエンス・ワールド新書 ; 039).

4F新書版 481.78//MO73//0949

イラスト図説「あっ!」と驚く動物の子育て : 厳しい自然で生き抜く知恵 / 長澤信城著. -- 講談
社, 2006.5. -- (ブルーバックス ; B-1519).

4F新書版 481.78//N22//1104

動物はなぜ行動しなければならないか / 奥井一満著. -- 丸善, 1994.8. 3F開架新体系 481.78//O54//8565

なぜイノシシは増え、コウノトリは減ったのか / 平田剛士著. -- 平凡社, 2007.3. -- (平凡社新
書 ; 365).

4F新書版 482.1//H68//1181

ガラパゴス : 時を忘れた生き物たち / 藤原幸一写真・文. -- デ-タハウス, 1993.2. -- (動物百
科).

3F開架新体系 482.615//F68//5331

ヒドラ : 怪物?植物?動物! / 山下桂司著. -- 岩波書店, 2011.6. -- (岩波科学ライブラリー ;
181 . 生きもの).

3F開架新体系 483.3//Y44//3449

クラゲのふしぎ : 海を漂う奇妙な生態 / ジェーフィッシュ著. -- 技術評論社, 2006.9. -- (知り
たいサイエンス ; 001).

3F開架新体系 483.33//J45//4589

ミミズに魅せられて半世紀 / 中村方子著. -- 新日本出版社, 2001.9. 7F新体系 483.93//N37//0605
ミミズの雑学 / 渡辺弘之著. -- 北隆館, 2012.6. -- (環境Eco選書 ; 6). 3F開架新体系 483.93//W46//7450
クマムシ?! : 小さな怪物 / 鈴木忠著. -- 岩波書店, 2006.8. -- (岩波科学ライブラリー ; 122). 3F開架新体系 483.993//SU96//4632
ナメクジの言い分 / 足立則夫著. -- 岩波書店, 2012.10. -- (岩波科学ライブラリー ; 198). 3F開架新体系 484.6//A16//8149
イカの心を探る : 知の世界に生きる海の霊長類 / 池田譲著. -- NHK出版, 2011.6. -- (NHK
ブックス ; 1180).

3F開架新体系 484.7//I32//4447

イカはしゃべるし、空も飛ぶ : 面白いイカ学入門 / 奥谷喬司著. -- 新装版. -- 講談社,
2009.8. -- (ブルーバックス ; B-1650).

4F新書版 484.7//O57//2503

新鮮イカ学 / 奥谷喬司編著. -- 東海大学出版会, 2010.7. 3F開架新体系 484.7//O57//4511

ナマコガイドブック / 本川達雄, 今岡亨著 ; 楚山いさむ写真. -- 阪急コミュニケーションズ,
2003.8.

3F開架新体系 484.97//MO85//2622

ザリガニ : ニホン・アメリカ・ウチダ / 川井唯史著. -- 岩波書店, 2009.9. -- (岩波科学ライブラ
リー ; 162 . 生きもの).

3F開架新体系 485.3//KA93//3681

フジツボ : 魅惑の足まねき / 倉谷うらら著. -- 岩波書店, 2009.6. -- (岩波科学ライブラリー ;
159 . 生きもの).

3F開架新体系 485.3//KU56//0340

ザリガニはなぜハサミをふるうのか : 生きものの共通原理を探る / 山口恒夫著. -- 中央公論新
社, 2000.7. -- (中公新書 ; 1545).

4F新書版 485.3//Y24//3092

一寸の虫にも十分の毒 / 川合述史著. -- 講談社, 1997.5. 3F開架新体系 485.73//KA93//1395
クモはなぜ糸から落ちないのか : 自然から学ぶ「安全」と「信頼」の法則 / 大﨑茂芳著. -- PHP
研究所, 2004.3. -- (PHP新書 ; 292).

4F新書版 485.73//O73//2233

クモの糸のミステリー : ハイテク機能に学ぶ / 大崎茂芳著. -- 中央公論新社, 2000.8. -- (中
公新書 ; 1549).

4F新書版 485.73//O73//4520

ダニ・マニア : チーズをつくるダニから巨大ダニまで / 島野智之著. -- 八坂書房, 2012.12. 3F開架新体系 485.77//SH43//1421
大人になった虫とり少年 / 宮沢輝夫編著. -- 朝日出版社, 2012.6. 3F開架新体系 486.04//MI89//0203
虫捕る子だけが生き残る : 「脳化社会」の子どもたちに未来はあるのか / 養老孟司, 池田清彦,
奥本大三郎著. -- 小学館, 2008.12. -- (小学館101新書 ; 014).

4F新書版 486.04//Y84//3271

昆虫から学ぶ生きる知恵 / 第15回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編. -- クバプロ,
2001.10.

3F開架新体系 486.1//D16//3681

シロアリ : 女王様、その手がありましたか! / 松浦健二著. -- 岩波書店, 2013.2. -- (岩波科学
ライブラリー ; 202 . 生きもの).

3F開架新体系 486.32//MA89//2262

ゴキブリたちの優雅でひそやかな生活 / リチャード・シュヴァイド著 ; 西田美緒子訳. -- 徳間書
店, 2002.7.

3F開架新体系 486.42//SC8//0154

孤独なバッタが群れるとき : サバクトビバッタの相変異と大発生 / 前野ウルド浩太郎著. -- 東
海大学出版会, 2012.11. -- (フィールドの生物学 ; 9).

3F開架新体系 486.45//MA27//9741

カブトムシとクワガタの最新科学 / 本郷儀人著. -- メディアファクトリー, 2012.6. -- (メディア
ファクトリー新書 ; 054).

4F新書版 486.6//H84//5032

ハキリアリ : 農業を営む奇跡の生物 / バート・ヘルドブラー, エドワード・O・ウィルソン著 ; 梶山
あゆみ訳. -- 飛鳥新社, 2012.4. -- (飛鳥新社ポピュラーサイエンス).

3F開架新体系 486.7//H83//7220

アリはなぜ一列に歩くか / 山岡亮平著. -- 大修館書店, 1995.3. -- (大修館・ドルフィン・ブック
ス).

3F開架新体系 486.7//Y42//2530

海をわたる蝶 / 日浦勇 [著]. -- 講談社, 2005.7. -- (講談社学術文庫 ; [1719]). 4F文庫版 486.8//H78//8563
進化を飛躍させる新しい主役 : モンシロチョウの世界から / 小原嘉明著. -- 岩波書店,
2012.9. -- (岩波ジュニア新書 ; 724).

4F新書版 486.8//O11//0225

絵かき虫の生物学 / 広渡俊哉編集. -- 北隆館, 2011.1. -- (環境Eco選書 ; 3). 3F開架新体系 486//H75//7465
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書名 配置場所 請求記号
魚はなぜ群れで泳ぐか / 有元貴文著. -- 大修館書店, 2007.3. -- (ドルフィン・ブックス). 3F開架新体系 487.51//A73//0945
トビウオは何メートル飛べるか / 加藤憲司著. -- リベルタ出版, 2006.10. 3F開架新体系 487.51//KA86//6946
魚は夢を見ているか / 鈴木克美著. -- 丸善, 1991.10. -- (丸善ライブラリー ; 028). 4F新書版 487.51//SU96//8586
カエルを釣る、カエルを食べる : 両生類の雑学ノート / 周達生著. -- 平凡社, 2004.3. -- (平
凡社新書 ; 217).

4F新書版 487.85//SH99//2873

図説・なぜヘビには足がないか : 恐竜からツチノコまで / 松井孝爾著. -- 講談社, 1990.9. --
(ブルーバックス ; B-837).

4F新書版 487.94//MA77//5356

人間とヘビ : かくも深き不思議な関係 / R.& D. モリス著 ; 藤野邦夫訳. -- 平凡社, 2006.8. --
(平凡社ライブラリー ; 584).

4F文庫版 487.94//MO78//9363

カメのきた道 : 甲羅に秘められた2億年の生命進化 / 平山廉著. -- 日本放送出版協会,
2007.10. -- (NHKブックス ; 1095).

3F開架新体系 487.95//H69//8370

鳥脳力 : 小さな頭に秘められた驚異の能力 / 渡辺茂著. -- 化学同人, 2010.4. -- (DOJIN選
書 ; 32).

3F開架新体系 488.1//W46//0944

オシドリは浮気をしないのか / 山岸哲著. -- 中央公論新社, 2002.2. -- (中公新書 ; 1628). 4F新書版 488.1//Y23//1227
オロロン鳥 : 北のペンギン物語 / 寺沢孝毅著. -- 丸善, 1993.10. -- (丸善ライブラリー ; 099). 4F新書版 488.6//TE62//5360

ユリカモメの通勤 : 京に勤めるユリカモメを追って15年 / 藤本秀弘著. -- サンライズ出版,
1998.10.

7F新体系 488.64//F62//1640

ペンギンは歴史にもクチバシをはさむ / 上田一生著. -- 岩波書店, 2006.2. 3F開架新体系 488.66//U32//6805

フクロウの文化誌 : イメージの変貌 / 飯野徹雄著. -- 中央公論社, 1991.4. -- (中公新書 ;
1018).

4F新書版 488.75//I27//2751

アレックスと私 / アイリーン・M.ペパーバーグ著 ; 佐柳信男訳. -- 幻冬舎, 2010.12. 3F開架新体系 488.8//P39//9335
カラスはどれほど賢いか : 都市鳥の適応戦略 / 唐沢孝一著. -- 中央公論社, 1988.5. -- (中
公新書 ; 877).

4F新書版 488.99//KA62//2752

カラスの教科書 / 松原始著. -- 雷鳥社, 2013.1. 3F開架新体系 488.99//MA73//2606
カラスはなぜ東京が好きなのか / 松田道生著 ; 水谷高英挿画. -- 平凡社, 2006.10. 3F開架新体系 488.99//MA74//6448
鳥 : 優美と神秘、鳥類の多様な形態と習性 / コリン・タッジ著 : 黒沢令子訳. -- シーエムシー
出版, 2012.10.

3F開架新体系 488//TU3//9180

恋するコアラはなぜやせる? : コアラ飼育10年のエピソード / 鹿島英佑著. -- 風媒社, 1994.1. 3F開架新体系 489.3//KA76//8598
ハダカデバネズミ : 女王・兵隊・ふとん係 / 吉田重人, 岡ノ谷一夫著. -- 岩波書店, 2008.11. -
- (岩波科学ライブラリー ; 151 . 生きもの).

3F開架新体系 489.47//Y86//2081

ウサギの不思議な生活 / アン・マクブライド著 ; 斎藤慎一郎訳. -- 晶文社, 1998.8. -- (ワイル
ドライフ・ブックス).

7F新体系 489.48//MA13//3188

デキのいい犬、わるい犬 : あなたの犬の偏差値は? / スタンレ-・コレン著 ; 木村博江訳. -- 文
芸春秋, 1994.11.

3F開架新体系 489.56//C88//8601

哲学者とオオカミ : 愛・死・幸福についてのレッスン / マーク・ローランズ著 ; 今泉みね子訳. --
白水社, 2010.4.

3F開架新体系 489.56//R78//3721

なぜヤギは、車好きなのか? : 鳥取環境大学のヤギの動物行動学 / 小林朋道著. -- 朝日新聞
出版, 2012.5.

3F開架新体系 489.85//KO12//5415

ヒトの子どもが寝小便 (おねしょ) するわけ : サルを1万時間観察してわかった人間のナゾ / 福
田史夫著. -- 築地書館, 2012.7.

3F開架新体系 489.9//F74//8285

チンパンジーはなぜヒトにならなかったのか : 99パーセント遺伝子が一致するのに似ても似つ
かぬ兄弟 / ジョン・コーエン著 ; 大野晶子訳. -- 講談社, 2012.9.

3F開架新体系 489.97//C83//8561

アニマルテクノロジー / 佐藤英明著. -- 東京大学出版会, 2003.11. 7F新体系 643.1//SA85//3855
競走馬の科学 : 速い馬とはこういう馬だ / JRA競走馬総合研究所編. -- 講談社, 2006.4. --
(ブルーバックス ; B-1516).

4F新書版 645.2//J86//0150

犬はあなたをこう見ている : 最新の動物行動学でわかる犬の心理 / ジョン・ブラッドショー著 ;
西田美緒子訳. -- 河出書房新社, 2012.6.

4F開架新体系 645.6//B71//9262

ドイツの犬はなぜ吠えない? / 福田直子著. -- 平凡社, 2007.1. -- (平凡社新書 ; 359). 4F新書版 645.6//F74//9797

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,
2011.10.

4F開架新体系 645.6//I18//6811

犬と話をつけるには / 多和田悟著. -- 文藝春秋, 2006.6. -- (文春新書 ; 508). 4F新書版 645.6//TA97//2031
ネコたちをめぐる世界 / 日高敏隆著. -- 小学館, 1993.4. -- (小学館ライブラリー ; 43). 4F文庫版 645.7//H54//8519
猫になった山猫 / 平岩由伎子著. -- 改訂版. -- 築地書館, 2009.5. 4F開架新体系 645.7//H64//6490

ネコと暮らせば : 下町獣医の育猫手帳 / 野澤延行著. -- 集英社, 2004.6. -- (集英社新書 ;
0246H).

4F新書版 645.7//N98//6991

ダチョウ : 導入と経営・飼い方・利用 / 日本オーストリッチ協議会編. -- 農山漁村文化協会,
2001.2. -- (新特産シリーズ).

3F学生選書 646.2//N71//8107

ダチョウ力 : 愛する鳥を「救世主」に変えた博士の愉快な研究生活 / 塚本康浩著. -- 朝日新
聞出版, 2009.3.

4F開架新体系 646.2//TS54//2555

ミツバチは本当に消えたか? : 日本にも蜂群崩壊性症候群(CCD)はあてはまるのか、多角度か
ら徹底検証! / 越中矢住子著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2010.6. -- (サイエンス・アイ新書

4F新書版 646.9//KO86//3362

カイガラムシが熱帯林を救う / 渡辺弘之著. -- 東海大学出版会, 2003.7. 4F開架新体系 646.98//W46//1976
プルーストとイカ : 読書は脳をどのように変えるのか? / メアリアン・ウルフ著 ; 小松淳子訳. -- インターシフト7F新体系 801.04//W84//7614
生き物の超能力 : おどろきの超機能, 不可思議な生態. -- ニュートンプレス, 2012.9. --
(ニュートン別冊)(NEWTONムック).

3F開架新体系 L481.7//I36//0425

ワイルドライフ : ナショナルジオグラフィック傑作写真ベスト100 / 尾澤和幸, 芳尾太郎訳. -- 日
経ナショナルジオグラフィック社.

3F開架新体系 L481.7//W73//5289
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