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犬も歩的ゆ
一歴曳かみ研涜・物語まてと三宅

国立国会図書館関西館
第23回小展示
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古来、私たち人と共に生きてきた犬。最初に人と暮らし始めた動物として、
犬は、人から影響を受けて今の犬になり、一方、人もまた犬を愛し、影響を
受けてきました。 

第 23 回の関西館小展示では、人と深く関わってきた犬について多面的
にご紹介します。犬と人の紡いできた歴史や飼い犬と人の暮らし方の変遷
はもちろんのこと、生物学や医学的な犬の研究、盲導犬や警察犬からタレ
ント犬まで色々な職業で人のために働く犬、古今東西の作家が描いてきた
犬に至るまで―身近だけれど奥深い犬という生き物について、本や雑誌
100 点を用いてお伝えします。 

戌年である今年、本を通して犬に触れ、私たちと犬との関わりをご覧にな
ってはいかがでしょうか。 

 

 

 

この展示資料解説について 

 資料を展示の順番にしたがって掲載しています。書誌情報は資料番号 タイトル 巻号 / 

編著者名等（出版社, 出版年）の順に記載しています。【】内は当館の請求記号を表しま

す。 

ガラスケースに展示している資料は一部を除き、デジタル化が済んだ資料の原本です。デ

ジタル化した資料は全て、館内の端末で、国立国会図書館デジタルコレクション

（http://dl.ndl.go.jp/）からご覧いただけます。そのような資料には、請求記号の後に次のアイ

コンを付しました。 

資料の電子画像をインターネット上で見ることが可能な資料で

す。 

国立国会図書館の館内および、「デジタル化資料送信サービ

ス」の「送信先機関」内でのみご覧いただける資料です。 

「デジタル化資料送信サービス」については、

http://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html 

でご紹介しています。 

国立国会図書館の館内でのみ閲覧可能な資料です。 
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犬と関わる 

太古の昔から、犬は人間の隣にいて、歴史に肉球の跡を残してきました。
犬と人との関係は時代と共に変化し、社会を映す鏡ともいえます。 

最初の展示資料は、今回の展示のタイトルと関わりが深い、かるたの札。
人間と長い歴史を歩む犬は、棒にあたるだけでなく、多くの本の題材となっ
てきました。 

最初のトピックでは、犬と刻んだ歴史や近年生まれたペットツーリズムの
動向など、私たちとの関係についての様々な本をご紹介します。 
 

1. いろはかるた / 向日葵 著. (向日葵, 1996.1.)【YN11-27】 

展示資料は、江戸いろはかるたに加え、対応する英語のことわざかるたを併せて

収録している。「犬も歩けば棒に当たる」は、江戸いろはかるたの最初の札として

親しまれ、大正時代以降は、いろはかるたを「犬棒かるた」とも呼ぶようになった。

犬の札の絵柄は、展示資料のように、犬と棒が交錯している柄が多く、そのほか

に犬が餌にありつく柄、犬が擬人化された柄などがある。絵柄の類型や、歴史

や浸透の詳細については、展示資料 7『岩波いろはカルタ辞典』を参照されたい。 

 

2. スプートニク : ソ連の人工衛星のすべて / ソ連文化省 編, 朝日新聞社 訳. 

(朝日新聞社, 1958.)【538.09-R65s】 

ソビエト連邦（現ロシア連邦）文化省から寄せられた学術資料を基に、世界初の

人工衛星打ち上げ計画を概説している。人工衛星の最初の“乗客”が犬であっ

たことはよく知られており、ライカと呼ばれるその犬が参加した研究の詳細が記され

ているのは展示資料の第 7 章（pp.133～144）。当時全く未知であった宇宙空間

での生物学的現象に関し、精密な生命維持装置を作るという課題などに取り組

むに当たり、搭乗の切符を得たのが生理学的知見も深い犬であったことは、「まっ

たく当然のこと」と述べられている。 

 

3. 十二支画帖. 犬之巻. (伊勢辰商店, 大正 10.)【201-286】 

著者の淡島寒月（あわしま かんげつ）は、明治、大正期に活躍した文人、趣味

人。晩年には国内外のおもちゃを収集し、おもちゃ絵を描いた。現在ご覧の展示

資料解説を飾る、よく見ると不思議な造作の犬たちは、展示資料の木版彩色摺

のおもちゃ絵集出身。「ブサかわ…いや、かわいくはない…」「どうしてそう描いてし

まったのか…」と思わず笑ってしまう、でも見れば見るほど親しみがわいてくる日本
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と外国の犬のおもちゃたちは、展示箇所だけで満足してしまうのはもったいない。

当館デジタルコレクションでインターネット公開しているので、是非全ての犬をご覧

いただきたい。 

 

4. おもちや十二支. 乾,坤 / 川崎巨泉 画. (だるまや書店, 大正 7-8.)【403-112】 

 

十二支にちなむ動物おもちゃをそれぞれ集めて描いた木版画 12 図からなる和紙

和装本。著者の川崎巨泉（かわさき きょせん）は、堺（大阪府）の人で、浮世絵

師中井芳瀧（なかい よしたき）の門人であり、郷土玩具を専門に描く画家として

明治から昭和にかけて活躍した。展示箇所には犬張子（いぬはりこ）、伏見人形

の犬、大和法華寺のお守り犬など大小 15 種 16 匹の犬のおもちゃが、にぎやか

に配置され、鮮やかな色で摺られている。 

 

5. 巨泉おもちや絵集. 第 1-17 集 / 川崎巨泉 著. (おもちや絵版画会, 大正 7-

8.)【422-29】 

展示資料 4『おもちや十二支』と同じく川崎巨泉のおもちゃ絵集。私家版（自費

出版物）であり、毎月 5 図ずつ計 20 集 100 枚が発表された。木版彩色摺に自

筆による加筆がなされた凝ったもので、印刷は数百部のみの限定だった。展示

箇所は第 4 集第 17 圖。右下の桃色が鮮やかな「高松ノ土人形犬」は、高松市

（香川県）で作られる練物粗製の犬の人形である。展示箇所以外にも、犬のお

もちゃは「高野山ノ導キ犬」（第 8 圖）「法華寺ノ犬守」（第 22 圖）「宮詣ノ犬張子」

（第 65 圖）「高松ノ土偶鯛狆」（第 74 圖）がある。当館デジタルコレクションでは

全 20 集の『巨泉おもちゃ絵集』を全てインターネット公開しているので是非どうぞ。 

 

6. 国犬. 6(1)-6(6)=55-60.  (日本犬協会, 1940.1.1-1940.6.1.)【雑 42-189】 

昭和 10（1935）年春に三宅旭勝（みやけ あきよし）が主宰し、大阪市（大阪府）

で設立された日本犬愛護団体である日本犬協会の会報。日本犬協会は日本

犬の保存と良犬の保護、作出（より優れた犬を生み出すこと）を目的とし、『国犬』

には、優良犬のグラビアや犬の交配、育成、保護などに資する記事が掲載され

ている。展示箇所には「島根の山奥で獲つた野生の柴犬」の写真があり、山中

で柴犬を捕獲できるという、今では考えられない日本の犬事情がうかがえる。 

 

7. 岩波いろはカルタ辞典 / 時田昌瑞 著. (岩波書店, 2004.11.)【KD958-H55】 
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いろはかるたに登場することわざごとに絵柄の特徴や類型についての解説を加え

た辞典。かるたは江戸中期に上方で生まれ、江戸後期には江戸にも広がった。

札に採られていることわざは上方と江戸とで異なり、「犬も歩けば」が採られている

のは江戸のいろはかるたで、これが後に主流となった。一方、上方の系統では

「一寸先は闇」、「いやいや三杯」が採られているものが多い。随所にコラムを挟

み、巻末には著者が収集したコレクションと調査した史料を基にした主要なかるた

の解説も収録されている。 

 

8. 犬の郷土玩具 : 干支の人形シリーズ戌年の主役たち / 藤枝市郷土博物館 

編. (藤枝市郷土博物館, 2006.1.)【KB16-H851】 

展示資料は前回の戌年の平成 18（2006）年に藤枝市郷土博物館（静岡県）で

開催された「犬の郷土玩具展」の図録で、出展品の中から厳選し、紹介してい

る。犬の郷土玩具といえば犬張子の知名度が高いが、犬の玩具は全国各地に

数多く存在し、それぞれ安産や魔除けなどの意味を込めて作られ、愛されてきた。

伏見人形の犬（p.43）や大和法華寺（奈良市）のお守り犬（p.67）など、展示資

料 4『おもちや十二支』でも描かれている玩具も掲載されている。 

 

9. 狛犬事典 / 上杉千郷 著. (戎光祥出版, 2001.11.)【HL51-G36】 

神社仏閣の社頭に座し、聖域を守る狛犬の歴史と特徴がまとめられている。タイ

トルに事典とつくが、見出し語ごとの解説ではなく、ルーツである古代オリエントの

ライオンや獅子舞、仏教との関わり、木彫・陶製・石造・金属製などに分類した

狛犬を、数ページごとのトピックに分けて分かりやすく説明している。総数 300 点余

りの写真、狛犬に絞っての重要文化財の一覧なども収録。 

 

10. 漢聲. (通号 140). (漢聲雑誌社, 2005.10.)【Z8-AC189】 

台湾で刊行されている中国や台湾の伝統的な民間文化を紹介する雑誌であり、

その内容の深さとデザイン性の高さで評価されている。毎号ひとつのテーマを扱

い、展示資料は 2006 年の新年に向けて刊行された年画特集号。年画とは、春

節（旧正月）に貼るめでたいモチーフや干支を描いたポスターのこと。剪紙（せん

し。中国の伝統的な切り紙細工）で犬を表した図案や、犬の親子などの絵柄の

年画が 1 冊（12 枚）にとじられている。 

 

11. 犬の日本史 : 人間とともに歩んだ一万年の物語 / 谷口研語 著. (吉川弘文
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館, 2012.7.)【RB651-J350】 

世界で人間と暮らし始めた最初の動物は犬とされ、日本も例外ではない。縄文

時代には、犬がそばにおり、日本の歴史は常に犬とあった。縄文犬がいた古代、

闘犬や犬追物が盛んになった中世、南蛮犬が珍重された戦国時代、犬公方

が登場する江戸時代と、犬を切り口に時代を概観している。また、古事記、日本

書紀、太平記、吾妻鏡などの時代ごとの様々な資料を引用し、犬に焦点を当て

人間社会の歩みを浮かび上がらせている。 

 

12. イヌの考古学 / 内山幸子 著. (同成社, 2014.1.)【GB111-L37】 

イヌと人の縄文時代から続く深い関わりを通して、先史時代以降の日本の歴史を

描き出している。オオカミからイヌへの家畜化から始まり、猟犬、番犬、愛玩犬な

ど、イヌが果たしてきた役割は幅広い。著者は、人間の生活形態や精神観の変

化、国内外の文化交流を鋭敏に反映してきたイヌの「人類史を語る上できわめて

雄弁な資料となり得る可能性」を指摘している。 

 

13. 犬と鷹の江戸時代 : 〈犬公方〉綱吉と〈鷹将軍〉吉宗 / 根崎光男 著. (吉川

弘文館, 2016.4.)【GB341-L69】 

犬を保護し、鷹狩を廃止した「犬公方」五代将軍徳川綱吉と、鷹狩を復活させ、

犬政策にも力を入れた「鷹将軍」八代将軍徳川吉宗の治世を概観する。両将

軍の犬政策を比較すると共通点と相違点が交錯する。野犬も含め、犬を全て保

護した綱吉に対し、吉宗は鷹狩の邪魔になる野犬の規制を徹底する一方、猟

犬育成のための職制を整備し、鷹犬や猟犬を熱心に育成した。両将軍が犬政

策にどのように注力したか、江戸時代の人々（将軍から庶民まで）が犬をどのよう

に見ていたか、が分かる 1 冊。 

 

14. 犬の帝国 : 幕末ニッポンから現代まで / アーロン・スキャブランド [著] ; 本橋

哲也 訳. (岩波書店, 2009.9.)【GB411-J52】 

日本の近代史において犬が果たした役割を探ることで、犬を通して人間を見つめ

直すことを目的に記された。犬に象徴されるものは、ある時は国民性、またある時

は軍国主義やステータスというようにめまぐるしく変化し、その検証は人間について

考えるに当たり新たな視点を与えてくれる。徳川将軍がペリーへ贈った狆（ちん）、

テレビ CM で一躍人気チワワとなったくぅーちゃんなど、登場する犬はバラエティに

富む。 
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15. 犬の落しもの万華鏡 / 笠井俊弥 著. (中央公論社, 1995.6.)【GB82-E22】 

犬の落しもの、つまり犬のフンを通して、文化史の一断面を切り取ろうという独創

的な 1 冊。縄文時代のフンの化石、街の名物とまで言われた江戸時代のフン、

川柳や伝承に登場するフンなど、多様な犬のフンについて書かれ、常に人間と

共にあったことが分かる。著者は、巻末で亡き愛犬の思い出にも触れつつ、犬の

フンがとかく忌避されがちな世相に一石を投じている。 

 

16. 知日 : 犬 = It is Japan / 苏静 主编. (中信出版社, 2013.5.)【GB63-C85】 

『知日』は 2011 年に北京で創刊された日本文化やライフスタイルを中国語で紹

介する。毎号扱うひとつのテーマは「森ガール」「断捨離」「暴走族」「太宰治」

「鉄道」などユニークな切り口が特徴である。展示資料のテーマは「犬」。八犬

伝から犬を飼うポータブルゲーム、CM で活躍するタレント犬まで様々な日本の犬

が紹介される。豊富な写真で何について語られているかは分かるけれど、何を言

われているかはっきりとは分からない、絶妙なもどかしさで「中国から見た日本の

犬とは?」が楽しめる。 

 

17. イヌ科の動物事典 / ジュリエット・クラットン=ブロック 著; 祖谷勝紀 日本語版

監修; リリーフ・システムズ 翻訳協力. (あすなろ書房, 2004.4.)【RA571-H52】 

イヌを中心に、オオカミ、キツネ、ジャッカルなども含めたイヌ科動物を豊富な写真

入りで解説した本。イヌ科動物の分布、進化の歴史、嗅覚、聴覚、視覚等とい

った身体的特徴や習性、イヌの家畜化や品種などを概観できる。 

 

18. 家族ペット : やすらぐ相手は、あなただけ / 山田昌弘 著. (サンマーク出版, 

2004.5.) 【KD991-H18】 

「パラサイト・シングル」を命名したことでも知られる家族社会学者が、ペットの家族

化とその社会経済的な効果を洞察した 1 冊。「家族ペット」とは、家族同然となっ

たペットを指す著者の造語である。その背景に核家族化など、社会や家族の変

容があり、飼い主はペットに理想の家族を投影し、そうした飼い主のニーズが様々

なペット産業を開拓したと著者は指摘する。ペットと暮らす人々へのインタビューの

分析では、著者がサブタイトルで表現したような実態が浮かび上がる。 

 

19. 犬旅元年 : ペットツーリズムの実態と展望 / 安田亘宏, 中村忠司, 吉口克

利 著. (教育評論社, 2008.4.)【DK261-J48】 
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著者は、ペット、特に犬や猫を同伴する旅行を犬旅と命名し、その実態を様々な

統計やアンケート結果から明らかにしている。著者が行った調査では、犬旅の理

由に「家族だから当然」と回答した飼い主が 6 割を超えたという。犬旅を単なる

「家族旅行」ととらえる飼い主も多いという事実は、犬がペットから家族の一員へ

変わりつつある風潮を反映しているのかもしれない。 

 

20. るるぶわんこと遊べるスポット 300 : 首都圏発. (JTB パブリッシング, 2017.4.)【Y94-

L36224】 

愛犬と共に旅を楽しみたい人々に向けた、旅行ガイドブック「るるぶ」の犬旅特集。

宿泊施設やカフェ、美術館、ショッピングモールなど、犬同伴で利用できるスポッ

トは多岐にわたり、展示資料 19『犬旅元年』の内容を象徴している。旅好きの愛

犬家に役立つことはもちろん、犬を飼っていなくても行ってみたくなるスポットの情報

が満載である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

犬を飼う 

現代で犬と言えば、まず飼い犬を思い浮かべる方が多いかもしれません。
人間がペットとして犬を飼い始めてから、飼い犬へ注がれるまなざしは多様
に変化してきました。 

ペットから家族へ…このトピックでは、大正から平成までの様々な資料を
通し、飼われる犬の姿を描き出します。愛犬家の方にとっては身近で注目
度の高い、そうでない方にとっても深遠で興味深い世界を、どうぞご覧くださ
い。 
 

21. 犬の飼ひ方 / 高橋虎雄 著. (文化生活研究会, 大正 15.)【564-72】 

 

大正14（1925）年に東京放送局（現日本放送協会（NHK））が放送した犬の飼い

方講座に対する大きな反響を受け、翌年、一般家庭向けに刊行された。犬種

やしつけ、食性、住環境から病気まで、一通り概論している。目次には「仔犬の

第一の敵、蛔蟲（かいちゅう）退治の法」、「犬は何ヶ月で學齢に逹するか」など、

時代を感じさせる言葉が並ぶ。著者は犬語の研究者でもあり、最終講では犬の

鳴き声の種類と意味について解説している。 

 

22. 犬の性能と形態 / 小川菊松, 宮本彰一郎 共著. (誠文堂新光社, 1950.)
【645.6-O268i】 

『最新愛犬読本』（1949）の好評を受けて刊行された続編。誠文堂新光社の設

立者で、『子供の科学』『愛犬の友』などの雑誌を発行した出版人であり、狩猟

と犬に造詣が深かった小川菊松（おがわ きくまつ）と、その狩猟仲間で犬の研

究者であった宮本彰一郎（みやもと しょういちろう）の共著。「名犬なるものも亦、

その最高能力を包む形態を以て觀る人を打つところの、力と美の結晶である筈で

ある」という考えに基づき、良い犬とはいかなるものかを解説する。犬に対し「性能

と形態」と銘打つタイトルに象徴されるように、犬と人との関係が、今日のペットや

家族という関係と違った時代を示す 1 冊である。 

 

23. 上手な犬の飼い方 / 板垣四郎, 藤島淑宏 共著. (大日本雄弁会講談社, 

1954.)【645.6-I725z】 

犬の飼い方を分かりやすく実用的にまとめた本。犬種の選び方、しつけ方、主な

病気、展覧会の出場方法など、犬を飼う上で必要な知識を分かりやすく説明し
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ている。展示箇所は巻末に付された犬名一覧。意味も併記された英語とドイツ語

の名前（それぞれ雌雄別）と、日本語の名前（なんと大きさ別！）がある。千代の

松、伊佐女のような古き良き犬の名前のほか、Bacon（ベーコン）、Jar（壺）、

Parodist（狂文作家）のような今からするとちょっと不思議な名前など昭和 30 年頃

の犬の名前がうかがえる。 

 

24. 犬の見方 / 大野淳一 著. (大泉書店, 1956.)【645.6-O745i2】 

著者が刊行した『犬の飼い方』（1952）の読者からの犬の良否を知りたいという要

望を受けて著された。飼い犬の長所短所を識別する方法、展覧会で優勝できる

犬の形態、犬を飼うときに良い犬を見分ける方法を解説する。ハウンド、テリア、

銃猟犬、作業犬、愛玩犬の 5 部門、105 種を各犬種の写真付きで紹介してい

る。 

 

25. 犬の訓練写真解説 / 碓氷元 著. (高陽書院, 1958.)【645.6-U753i】 

 

医者、歌人でもある著者が「内にあっても外へ連れ出しても、人に迷惑をかけな

い程度の訓練」を中心に解説した本。著者は、シェパードの訓練に関する本（『シ

ェパード犬 : 訓練と飼育』（1953））を以前に出版し、大きな反響を得ており、写

真を多く使った解説書を切望する読者からの声に応えて展示資料を上梓した。

展示箇所はひも無しの行進と停座の訓練の解説である。昭和 30 年代の犬のし

つけや訓練、飼い方の一端が垣間見える。 

 

26. 流行犬 : ガイドブック / 誠文堂新光社愛犬の友編集部 編. (誠文堂新光社, 

1967.)【645.6-Se118r】 

昭和40年頃に流行した10種の犬について、その飼い方や魅力を説明している。

展示箇所は、狆（ちん）の章の 1 ページで、図のとおり、その外見は多種多様で

ある。狆は日本原産の愛玩犬で、現代ではあまり名を聞かないが、江戸時代な

どにはよく飼われていた。それ以外にも、柴犬、トイ・プードル（展示資料中ではトー

イ・プードル）、ポメラニアンなど、現代においても継続して人気がある犬種も記載

されている。 

 

27. 日本農書全集. 第 60 巻 畜産・獣医 / 佐藤常雄 [ほか]編. (農山漁村文化

協会, 1996.6.)【RB34-11】 
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江戸時代後期の大阪の戯作者である暁鐘成（あかつき かねなり）による、近世

における唯一の犬の飼い方の本である『犬狗養畜伝』（けんくようちくでん）の原文

と現代語訳、解題が収録されている。『犬狗養畜伝』は、販売目的の本ではなく、

知人に配布したもの又は鐘成の経営する商店で扱っていた犬の薬の宣伝冊子

と考えられている。本の枠組みを『和漢三才図会』に借り、名著や仏書の言葉に

当時の飼育習俗を交えて編集された犬の薬の冊子であるが、随所に愛犬家で

ある鐘成の犬についての知識や犬への優しいまなざしが垣間見える。 

 

28. ビジュアル犬種百科図鑑 / ドーリング・キンダースリー社編集部 編; 神里洋 

監修; [田村明子] [訳] . (緑書房, 2016.3.) 【RB2-L72】 

世界の主要な犬種 420 種の解説を掲載し、犬と人との文化史や犬の生態、飼

い方についての解説も加えた大判の犬の図鑑。古代犬、使役犬、スピッツ・タイ

プ、視覚ハウンド、嗅覚ハウンド、テリア、鳥猟犬、愛玩犬、交雑種の 9 犬種に

分け、それぞれの犬が持つ特徴や性格、関連する小話などが掲載されている。

読者は、犬との関わり方、飼い方のヒントを得るとともに様々な犬の表情を楽しむ

ことができる。 

 

29. デズモンド・モリスの犬種事典 : 1000 種類を越える犬たちが勢揃いした究極の

研究書 / デズモンド・モリス 著 ; 福山英也 監修 ; 大木卓 文献監修 ; 池

田奈々子, 岩井満理, 小林信美, 竹田幸可, 中條夕里, 靖子カイケンドール 

訳. (誠文堂新光社, 2007.8.)【RB2-H109】 

1,003 種の犬種を収録する犬の事典。図版は写真では無く白黒のイラストのみだ

が、各犬種の解説のほか、犬種ごとの参考文献も付されている。主なケネル・ク

ラブでは公認されていない犬種も取り上げているため、ほかの図鑑には載ってい

ないような珍しい犬種も掲載している。 

 

30. 犬名辞典 : 452 匹の名前と感動のストーリー / 福田博道 著. (グラフ社, 

2006.11.)【RB651-H332】 

人名辞典の犬版。実在、架空を問わず、有名な犬や著名人の飼い犬などが

名前とともに数多く紹介されている。展示資料 90『蓄犬談』に出演の「ポチ」を含

め、「ぽち/ポチ」は 9 匹登場。著者は、展示資料を命名の際の参考資料に位置

付け、「仔犬の名前を考えている時間ほど、人生のなかで贅沢なひと時はない」

と述べている。犬を飼う人たちの、命名への真剣さがうかがわれる。 
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31. どうぶつ命名案内 : 犬猫どういう名前つけてるの? / 石田[オサム] 著. (社会

評論社, 2009.4.)【RB651-J139】 

獣医師から提供されたデータを基に、犬や猫の命名の実態を多方面から考察

する。著者によると、犬の命名には多様化、分散化の傾向が見られ、おしゃれな

名前の増加も顕著であるという。人名にも通じるトレンドがあるようだ。犬の名前は、

平成 4（1992）年以前は「コロ」が圧倒的多数を占めたが、平成 20（2008）年には

「モモ」に取って代わられた。後半は調査対象を動物園に移し、様々な動物の名

前や生活を紹介する。 

 

32. 犬がいる犬といる : オールカラー・イラスト観察記 / 西田陽子 著. (スコラ, 

1997.1.)【RB651-G196】 

著者の愛犬との生活が、柔らかなタッチのイラストやエッセイによって色鮮やかに

描き出されている。運動嫌いの犬に合わせてゆっくり歩くことで、見慣れた景色の

中に新鮮な驚きを見つけたり、短い足にたるんだ皮膚でも堂々と歩く犬の姿に、

人間の人目を気にする生き方を考えたりと、著者と愛犬の緩やかで満たされた生

活をうかがい知ることができる。 

 

33. 犬と話すためのペットサイン入門 =A primer of Petsign for talk with your dog / ペッ

トサイン協会 編 ; 田村和広 監修. (草莽社, 2014.1.)【RB651-L96】 

犬のボディランゲージを、犬と人の長い歴史の中で作り上げられてきた非言語コミ

ュニケーションと位置付け、ペットサインという「言葉」から犬の気持ちを理解するこ

とを目的とした本。良く知られている尻尾の位置や動かし方だけでなく、目や口、

姿勢など、犬のサインは極めて幅広い。著者は人間と犬のコミュニケーションを文

化風土の異なる人間同士のそれになぞらえ、既成概念を離れて相手（犬）の価

値観を尊重することの重要性を述べている。 

 

34. バランス・ドッグマッサージ・ハンディテキスト = BALANCE DOG MASSAGE HANDY 

TEXT : もっと!愛犬に近づくための 3 つのテクニック / 松江香史子 著. (駒草出

版, 2016.3.)【Y78-L4039】 

犬の体の構造に基づいたマッサージの理論と実践が記され、愛犬の体の、ひい

ては心のバランスを整えるための術が分かりやすく解説されている。ポップなイラスト

が多用されており、初心者でも取り組みやすい。巻末には○×問題や穴埋め問

題を掲載し、内容について振り返りながら理解を深めることができる。 
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35. トッピングにお役立ち!わんこの食べもの事典 : 食材 230 種類 / 阿部佐智子 

著 ; 渡辺由香, 阿部知弘 監修. (芸文社, 2016.8.)【Y94-L30289】 

市販のドッグフードに食材をトッピングし、栄養のバランスを取るコツを紹介する本。

犬と長く楽しい時間を共有するためには食への気配りは欠かせない。残飯を与え

る時代は去り、犬の食への関心は高まっている。肉や魚だけでなく、野菜、海草、

調味料（味噌や醤油）に至るまで、230 種に上る食品の分類別にトッピング例が

紹介されている。また、食べさせて良い食材や分量の目安、効果的な食べ合わ

せなどの記載も充実しており、かゆいところにも手が届くようになっている。 

 

36. 犬の家庭医学 : 最新版 / 共立製薬株式会社 編; 石田卓夫 監修. (幻冬

舎メディアコンサルティング, 2015.7.)【Y78-L3312】 

犬版の家庭の医学書。健康に過ごすための生活習慣や日常のケア、しぐさや

症状、病気を見分ける方法やチェックリストなどが掲載されており、初めて犬を飼う

人にも配慮した分かりやすい記載、章立てとなっている。後半は体の部位別の病

気解説に割かれており、犬種や年齢による罹患のしやすさ、病院受診の目安、

疾患の重大性、緊急性も確認できる。 

 

37. 愛犬が長生きする本 / 臼杵新, 須﨑大 監修. (宝島社, 2015.12.)【Y78-L3738】 

愛犬と長く一緒に暮らすために役立つ知識が、獣医師とドッグトレーナーの監修

で詳細に説明されている。長寿犬にするための基本的な育て方、犬の行動から

病気の兆候を見極める方法、犬によくある病気やケガなど、愛犬の健康を願う飼

い主に有益な情報が満載。カラー写真が多く使われ、難解な内容も含まれてい

るものの読みやすい構成となっている。 

 

38. 愛犬の看取りマニュアル / 南直秀 監修. (秀和システム, 2016.7.)【Y78-L4386】 

愛犬の健康寿命の伸ばし方、老年期を迎えてから旅立ちまでの介護や看取り、

見送り方についてのマニュアル。現代では医療も高度化し、ホスピスや老犬ホー

ムなどの施設も増え、葬式も霊園も多様なスタイルがある。選択肢が増えた現在、

飼い主たちの悩みや疑問に答え、参考になるよう、図やイラストを交えて、情報が

掲載されている。また、犬を看取る場合だけでなく、犬に先立つ不安を抱える飼

い主にできること（里親探しや犬に財産を残す方法など）も盛り込まれている。犬

と過ごす時間を最後まで慈しむためのヒントを与えてくれる 1 冊。 
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39. 宗教研究. 「ペットの家族化と葬送文化の変容」 内藤 理恵子. 85(1) (通号 

368). (日本宗教学会, 2011.)【Z9-184】 

現代日本におけるペット供養について、ペット戒名、卒塔婆、絵馬に書かれたペ

ットへのメッセージの分析とアンケート調査を通して考察した論文。古くは畜生とし

て人間の下に位置付けられていた犬も、近年は家族の一員となり、飼い主がペ

ットに費やす質的、経済的な量は増大している。飼い主の心のケアの側面が強

い葬送儀式も例外ではなく、思い出の浄化の一連の過程として消費されていると

著者は指摘する。ペットの最期の供養にも、現代の飼い方が現れているといえる。 

 

40. 愛犬の友. 66(1)=763. (誠文堂新光社, 2017.1.)【Z18-151】 

犬の飼い主へ向け多種多様な情報を発信する専門誌のポメラニアン特集号。

飼い方だけにとどまらず、SNS で人気の「箱入りポメ」、人も犬もコスプレして楽しめ

る写真撮影スポット、カラーやエクステまで駆使する最新カットスタイルなど、飼い

主の興味を引くような話題が豊富に収められている。『愛犬の友』の創刊は昭和

27（1952）年であり、人間と犬が共に歩んできた歴史の長さを物語る。 

 

41. Wan. 26(5) (通号 295). (ペットライフ社 ; 2008.5.)【Z11-1337】 

毎号ひとつのテーマや犬種を特集する愛犬情報誌。豊富なカラーページで

様々な犬の魅力を深く掘り下げるほか、しつけ・病気・介護などのノウハウ、グラビ

ア・ファッション・お宅訪問などの愛犬のための情報を紹介する。展示資料は「漢

（おとこ）な犬たちの世界」と題し、かわいいだけではない、クールでビターな犬た

ちを特集している。 
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犬を学ぶ 

生物学や医学、心理学、歴史学など、犬が関連する学問は実に多岐
にわたります。何十年も前から研究されてきた分野もあれば、近年目覚まし
く発展を遂げている分野も。 

このトピックでは、学問を幅広くとらえ、犬についての知識を与えてくれる本
を紹介します。書籍、学会誌、辞典、報告書など、資料形態も極めて
様々。このトピックを見終わる頃には、あなたも犬博士になっているかもしれま
せん。 
 

42. 人イヌにあう / コンラート・ローレンツ 著; 小原秀雄 訳. (至誠堂, 1968.)【489.5-

cL86h-O】 

著者は動物行動学の世界的権威であり、ノーベル生理学・医学賞受賞者。展

示資料は身の回りの犬たちについてのエッセイ集であり、専門的知識と鋭い観

察眼に基づく考察が犬たちとの触れ合いとともに書かれている。著者の単身赴

任中は寂しさの余り野生に返ってしまった忠実な犬スタシの忠誠など、目頭が熱く

なるような犬の愛情と、そのような犬への著者の愛情があふれている。現在では

当り前になった知識や、否定された理論も含まれるが、それを踏まえても読む価

値のある古典である。随所にちりばめられた著者による挿絵はどれも必見。当館

デジタルコレクションで館内公開しているので、是非じっくりご覧いただきたい。 

 

43. 動物訓蒙. 初編(哺乳類) / 田中芳男 選 ; 中島仰山 画. (博物館, 明治 8.)

【特 37-531】 

展示資料は日本の動物研究の黎明期に、初等教育を受ける学童を主な対象

にして書かれた本である。見ず知らずの海外の動物でも理解が進むように、詳細

な図を添えて生態の解説やラテン語の学名が記載されている。展示箇所は「イヌ」

と「チン」。編者の田中芳男は、博物学者で博物学普及に力を入れ、駒場農学

校（現東京大学農学部）、上野（東京都）の博物館、動物園の設立などにも尽

力するなど、多方面で活躍した。挿絵は博物学のスケッチを多く残した絵師、中

島仰山（なかじま ぎょうざん）が担当した。 

＊展示会場では当館所蔵資料を 2 冊並べて展示しています。 

 

44. 犬 : 研究・飼育・訓練・医療講座. 第 6 巻. (新小説社, 昭 11.)【718-97】 
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犬の研究、飼育、訓練、犬種、医療について全 6 巻でまとめた本の第 6 巻医

療篇。犬が自分で訴えることのできない体調不良について、飼い主が知識を持

ち、早期に発見し医師の診断を受けられるようにすることを目的とする。前半は犬

の医療を内科、外科に分け、疾患や手術の種類ごとにイラストを交えて解説し、

後半は病気について問答形式で具体例を示す。昭和 10（1935）年頃の犬の病

気と治療法を見ることができる。 

 

45. 犬の診療のためのインフォームドコンセントアトラス / Alberto Barneto Carmona [著]; 

安川明男 監訳. (ファームプレス, 2016.9.)【RB651-L243】 

2014 年にスペインで刊行された、獣医師が飼い主に犬の病気を説明する図解

書の日本語訳。犬によく見られる 58 種類の疾患、感染症に加え、犬の体の構

造、爪切りや投薬の方法、繁殖と新生子の扱い方がイラストを用いて解説されて

いる。 

 

46. 犬の予防歯科学 / 林一彦 編 ; 林一彦, 林道子, 星雅子, 中保子, 太田

敦子, 渡邉佳恵 著. (山水書房, 2014.11.)【RB651-L173】 

動物看護学を学ぶ学生へ向け、犬の歯や歯周組織の構造や機能、歯科予防

に関わる器具の使い方や手技が分かりやすく解説されている。実習の際にも使

えるように意図されているだけあって、教科書が思い出される装丁。歯周病に悩

まされることがあったり、電動歯ブラシで口腔ケアに努めたりと、犬の口内事情に

も人間と似通ったところがあるようだ。 

 

47. Animal nursing = アニマル・ナーシング : 日本動物看護学会誌. 「犬の水中運

動における異なる水温下での身体反応からの適正水温の検討」後藤 優志 

他. / 「犬のデンタルケアに対するアンケートと市販犬用歯ブラシの使用感調査」

蒔田 成美 他. / 「レッグペルテス病により大腿骨頭骨頚切除術を行った異なる

性格の犬 2 頭に対するリハビリテーションの有効性」髙橋 類 他. 18(1). (日本

動物看護学会, 2014.3.)【Z74-B775】 

展示資料には犬に関する 3 論文が収録されている。1 本目はリハビリテーション

等で行われる水中運動に適した水温を検証している。2 本目は犬用歯ブラシの

操作者（人間）の使用感と効果の関係を比較検討した結果、歯ブラシの改良と

飼い主に対する歯磨き教育の必要性を指摘している。3 本目は 2 頭の症例から、

犬の性格や年齢に合わせた治療計画の必要性を報告している。いずれも治療
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方針や、飼い主への助言など、動物看護の実務に関わる論文で、動物看護

界の動向の一端を知ることができる。 

 

48. 犬猫の経穴 (ツボ) アトラス = Feline and canine meridian point (acupoint) chart = 犬

猫经穴图鉴 = 犬貓經穴圖鑑 : 日・中 (繁・簡) ・英訳 / 石野孝, 陳武 

統括責任, 小林初穂, 石野孝, 相澤まな 執筆. (漢香舎, 2017.6.)【RB651-

L307】 

犬猫の鍼灸を行う上で必要なツボを中心に、犬と猫のツボと経絡（けいらく。ツボ

とツボを連ねる道のこと。）を豊富なイラストを用いて初学者でも分かりやすく示した

本。日本語、中国語（繁体、簡体版）、英語の 4 言語で併記されている。巻末

にはマッサージについても解説されている。 

 

49. トリマーのためのベーシック・テクニック / 金子幸一, 福山貴昭 著. (緑書房, 

2017.2.)【RB651-L275】 

トリミングの技術を学ぶ人たちへ向け、基礎知識をまとめた手引書。犬の美容師

とも称され、近年広く知られるようになったトリマーだが、巻頭に「命を預かる・扱う

仕事であり、プロフェッショナルへの道は険しい」とあるとおり、備えておくべき知識

は幅広い。数多くの写真や図を交えながら詳細に解説されており、トリマーという

仕事の奥深さが伝わってくる。 

 

50. 犬の学問 / 津田直美 作・画. (河合楽器製作所出版事業部, 1994.3.)

【RB651-E393】 

犬の生活研究家であるポピー・N・キタイン（犬）によって執筆された。著者（犬）は、

「犬しょう炎」を防ぐため執筆活動をセーブしながら、様々な研究に打ち込んだり、

「せっせっせ」を広める活動に従事したり、時には「犬生そうだん」を請け負ったり、

多忙な日々を送っていることが分かる。展示資料の内容は、犬の数学、音楽、

服飾、芸能など多岐にわたり、学問を志すことで豊かな「犬生」を、という著者

（犬）のメッセージが込められている。 

 

51. 犬を科学する / 石橋晃, 板橋久雄, 桜井富士朗, 島田真美, 祐森誠司, 本

澤清治 監修. (養賢堂, 2017.4.)【RB651-L303】 

小動物栄養研究会の活動を基に、犬についての研究全般を分かりやすい語り

口で著した概説書。犬の歴史、遺伝、品種、飼育状況、体の仕組、行動や認
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知の仕方、健康と病気、食べ物、動物福祉など、犬とはどんな動物かを知るた

めの知識を幅広く紹介している。巻末の「飼い主のそこが知りたい Q&A」では、飼

い主が気になる犬の様々な疑問が簡潔に解説されるなど、犬について知りたい

人だけでなく、犬の飼い主にとっても役立つ本になるよう意図されている。 

 

52. 日本の犬 = JAPANESE DOGS : 人とともに生きる / 菊水健史, 永澤美保, 外池

亜紀子, 黒井眞器 著. (東京大学出版会, 2015.12.)【RB651-L178】 

2000 年代から盛んになった行動学や遺伝学における研究により、犬の様々な能

力の高さや、狼とは異なる独自の進化と能力が明らかになった。犬独自の進化

の過程は人との共生の歴史であり、両者が特別な関係を結べた理由の解明は、

人の理解にもつながる。展示資料は、「どうやってイヌがイヌとなり、ヒトとともに暮ら

し始めたのか」という命題を探るための鍵を、世界的にみても最も遺伝的特性が

狼に似ている犬種である日本犬が握るとし、「行動学」「遺伝的推移」「日本犬

の在り方と日本人がどのように日本犬を敬愛してきたか」の観点から日本犬を理

解することを目指している。 

 

53. 犬の用語辞典 / 大野淳一 著. (誠文堂新光社, 1986.1.)【RB2-164】 

犬にまつわる様々な用語が、図を交えながら解説されている。犬の各部位の名

称や、歩き方、飼い方、ひいては犬籍登録やドッグ・ショーに関わる用語まで、著

されている分野は多岐にわたり、読破すると犬に関する知識が急増すること間違

いなしの 1 冊。毛色の色見本がついており、「ハト・ブルー」「モーブ」「ブリンドル」

など、名称だけではなかなか想像がつかないような毛色を見ることができる。 

 

54. パブロフの犬 : 実験でたどる心理学の歴史 / アダム・ハート=デイヴィス 著 ; 

山崎正浩 訳. (創元社, 2016.11.)【SB24-L25】 

これまで行われてきた数々の実験をたどりながら、心理学の歴史を紐解く。犬を

対象とした研究の中で最も有名といえるであろう、パブロフの条件反射に関する

実験も紹介されており（pp.19～21）、タイトルに抜擢されている。パブロフの実験を

更に発展させようと後世の研究者が「犬は抑うつ状態になるのか?」という命題に

取り組んだ研究も紹介（pp.128～130）されている。 

 

55. 地震前兆に伴う動物の異常行動に関する研究 / 太田光明, 麻布大学 [著]. 

([太田光明], 2000-2003.)【Y151-H12460127】 
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阪神・淡路大震災の発生前には、震源地周辺の約 2 割の犬が何らかの異常

行動を示したといわれており、展示資料は動物の地震前兆に伴う異常行動のメ

カニズムを解明することを目的とした研究の報告書である。犬やラットなどを被験

動物とし、異常行動の引き金となる現象や、地震予知の役割を担う遺伝子の同

定を試みている。展示資料は、関西館の特徴的なコレクションである科研費報

告書（文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書）のひとつである。 

 

56. 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.)【RB651-J351】 

動物行動学者が、犬誕生の歴史、犬の感覚、感情、しつけ方などについて詳

説した本。著者は、研究で得られた知見から、犬についての「常識」（例えば、群

れの習性から相手を序列化するという考え方など）や、そういった考えに基づくし

つけに異議を唱える。また、後半では純血種を繁殖させ続けた結果、遺伝子異

常により、犬の健康が侵されている事態に触れ、今後の犬の繁殖の理想につい

ても提言している。科学の力を借り、犬をより深く知ることで、良い状況を生みたい

という著者の思いが全ページに満ちている。 

 

57. 動物心理学研究.「講演論文 イヌはヒトの行動に何を見ているのか?」藤田 和

生. 66(1). (日本動物心理学会, 2016.) 【Z18-6】 

平成 27（2015）年に日本動物心理学会大会で発表された内容をまとめた論文。

イヌは、ヒトの行動に条件反射的に反応しているだけなのか、あるいはヒトの感情を

汲み取っているのかを検証した研究を紹介している。誤った指示を受ける経験を

するとその人物の指示に従わなくなることや、飼い主に対し意地が悪い人物から

報酬（エサなど）を受け取らない行動が確認されたことを報告し、イヌがヒトの感情

を汲み取って行動を選択する可能性を示唆している。 

 

58. ペット動物(犬)が同伴する際のヒトの局所脳活動の変化 :〔18F〕FDG-PET 研究 

/ 菅原昭浩 [著].【UT51-2012-J224】 

平成 24（2012）年に東北大学から学位を授与された博士論文。ペット犬との関

わりで飼い主の精神的ストレスや不安が軽減されるのかどうかを、脳活動と自律

神経系機能の測定を通して検証している。その結果、犬と共にいる時に、飼い

主はリラックスした状態になっていることを示すデータが得られ、動物との関わりの

効用が示唆された。著者は、実験で得られたデータは、アニマルセラピーなどの
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動物介在療法の研究への応用や、人間の脳内メカニズムの解明にもつながる

有用な実験であると展望を述べている。 

 

59. コンパニオン・アニマル : 人と動物のきずなを求めて / A.H.キャッチャー, A.M.ベッ

ク 編, コンパニオン・アニマル研究会 訳. (誠信書房, 1994.8.)【KD991-E13】 

獣医学、比較行動学、心理学など、様々な学問の見地から、人と動物との関

係や、動物の社会的な役割を考察した論文集。「コンパニオン・アニマル」は、

ペットを家族同然に位置付ける表現で 1980 年代半ば以降使われるようになった。

その頃からペットが人間との関わりにもたらす影響への研究も活発になり、幅広い

学問分野で研究が進められている。動物が人間の精神的健康に与える影響、

ペット犬の性格や行動が飼い主との関係形成へもたらす影響についての研究

論文などが、展示資料には収録されている。 
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犬が働く 

犬は、忠実な性質や聡明さ、嗅覚などを活かして、人間の生活の様々
な場面を支えてきました。古くは狩猟犬やそり犬、盲導犬、警察犬などとして
役割を果たし、近年では災害救助犬や麻薬探知犬、タレント犬など、ます
ます働く犬の活躍の場は広がっています。 

このトピックでは、よく知られた仕事から、セラピードッグ、水難救助犬、モ
ンキードッグのような珍しい仕事まで、働く犬たちをご紹介します。 

 

60. 土佐犬写真大観 / 愛犬の友社 編. (誠文堂新光社, 1955.)【645.6-A255t】 

 

土佐闘犬について、歴史や生態が概説され、興味を持つ外国人へ向けての英

文記事も掲載されている。発行者は展示資料 22『犬の性能と形態』の共著者

でもある小川菊松。前半には土佐犬の写真が数多く載っており、当時の現役土

佐犬を紹介する章では、「昭和の巴御前」、「闘技と容貌の美を極めた名犬」、

「古武士の面影」など、秀逸なキャッチコピーが躍る。展示箇所はその一部分で、

番付表も付いている。 

 

61. 南極の犬ぞり / 菊池徹 著. (法政大学出版局, 1959.)【297.9-Ki165n】 

 

昭和 32（1957）年に第一次南極探検隊員として昭和基地で、越冬活動に参加

した著者が、当時の手記を基に著した。著者はそり用のカラフト犬 19 頭の管理を

する犬係で、展示資料には、犬たちの写真や逸話、犬たちと過ごした一年間の

思い出、犬ぞり隊の活躍ぶりなどが記載されている。基地引き揚げの際、著者は

犬の保護を主張したが叶わず、やるせない思いで帰国の途につく。ここで展示資

料の記録は終わるが、この後、残された犬のうち、タロとジロの 2 頭が生存してい

たことは有名で、後に映画やドラマにもなった。 

 

62. 盲導犬の訓練と歴史 / 中央盲人福祉協会 編. (中央盲人福祉協会, 昭

15.)【783-301】 

日本の盲導犬導入初期に書かれた啓蒙書のひとつ。犬を常に主人の側に置き、

家族の一員として遇することは、人間の地位を「犬畜生に迄堕落せしむること」で

けしからん、という意見のために盲導犬が受け入れられにくいと言及される等、犬

を家にあげる習慣がなかった日本ならではの苦難がうかがえる。また、中央盲人
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福祉協会と共に盲導犬導入に積極的なのは、失明軍人の社会復帰方法を模

索する陸軍病院及び軍当局であることも展示資料から読み取れる点も、当時の

世相を反映しており興味深い。 

 

63. 人を助ける犬たち犬とともに歩む人たち / 江澤恭子 著. (ミネルヴァ書房, 

2002.6.)【EG61-G624】 

盲導犬、介助犬、救助犬、警察犬、麻薬犬、セラピードッグなど、様々な仕事

で活躍する犬たちの仕事と、訓練士や利用者の生活、経験を紹介した本。職

業犬になるまで訓練がうまくいかないケース、最初は苦労しても大成するケースな

ど、様々である。また、盲導犬や介助犬などは、訓練士から利用者に引き継が

れた直後は、利用者の指示を聞かない場合もある。人と犬は生身の関係で、信

頼関係が深まれば、体の一部のような存在になり得るのも犬ならでは。機械や人

が埋めきれない部分を支える犬たちがいることと、その活躍が分かる。 

 

64. 働く犬たち / メリリー・ウェイズボード, キム・カチャノフ 著; 佐倉八重 訳. (中央

公論新社, 2003.5.)【RB651-H51】 

北米、ヨーロッパ、アフリカなど、世界各地で働く 21 匹の犬たちの一日をドキュメ

ンタリー形式で切りとって紹介した本。盲導犬や介助犬のように、仕事の内容が

比較的知られている犬たちばかりではなく、ヘリコプターから飛び降りて溺者を救

助するイタリアの水難救助犬、火災現場で匂いを嗅ぎあて、放火事件の解決に

貢献するイギリスの放火探知犬など、様々な任務を帯び、人間の片腕として活

躍する犬たちが登場する。犬たちの仕事内容だけでなく、犬の性質や性格を活

かした訓練法や信頼関係の深め方についても本文中で言及されている。 

 

65. Q&A 盲導犬 : ともに暮らし、ともに歩き、広がる社会 / 松井進 著. (明石書店, 

2007.10.)【EG61-J12】 

盲導犬と「二人五脚」で歩んできた著者が、自身の体験も踏まえつつ等身大の

盲導犬の姿を語る。盲導犬を見かけたときにふと感じるような 78 の疑問に、著者

が回答する構成。インタビュー記事やコラムも掲載されており、盲導犬使用者や

盲導犬訓練士、盲導犬が、子犬時代を過ごす飼育ボランティア家庭など、実際

に盲導犬のそばで生きる人たちの言葉が語られる。 

 

66. よくわかる補助犬同伴受け入れマニュアル : 盲導犬・聴導犬・介助犬 / 補助
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犬同伴受け入れマニュアル作成委員会 編 ; 日本介助犬アカデミー 監修. 

(中央法規出版, 2004.9.)【EG61-H230】 

飲食店や宿泊施設などの各種事業者が、補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）

を受け入れる際、どのように対応すれば良いかが、Q&A 形式で説明されている。

補助犬の実態を伝えるコラムや、事業者の取組みの実例報告も豊富。補助犬

とはどのような犬なのかという点から説明が始められており、事業者側だけでなく、

社会に生きる人間の一人として、誰もが知っておくべき知識が多く記載されている。 

 

67. 介助犬を知る : 肢体不自由者の自立のために / 高柳哲也 編. (名古屋大

学出版会, 2002.11.)【EG61-H57】 

肢体不自由者を介助する役割を果たす犬たちについて、その普及の歴史や日

本における実態、今後の課題と期待などを詳説する。日本介助犬アカデミー

（現日本補助犬情報センター）の理事長を務めた著者が、「この本によってわが

国での介助犬の全てを知ることができる」と記す 1 冊。身体障害者補助犬法の

成立と同年に刊行され、同法の制定までの経緯や法の精神に言及されている。 

 

68. ひとと動物のかかわり : 北里大学大学院医療系研究科シンポジウム / 養老

孟司 監修. (北里大学大学院養老研究室ひとと動物のかかわり研究会 ; 

2004.3.)【EG61-H196】 

平成 15（2003）年に養老孟司（ようろう たけし）が実行委員長を務めた「ひとと動

物のかかわり」シンポジウムの記録。医療や福祉、教育の現場で役割を担う犬た

ちを通して、人と動物の様々な関係を考える。小学校で実際に犬と触れ合う授

業を導入した事例の報告もあり、授業の目的を設定する苦労や事前準備の必

要性、生徒がどのように反応したかなど、現場の声が語られている。 

 

69. 首輪をつけた刑事たち : 警察犬物語 / 来栖三郎 著. (文芸社, 1999.5.)【AZ-

352-G17】 

元警視庁職員の著者が、警察犬が活躍した様々な事件の概要を紹介した本。

訓練士の思い出話や、警視庁の警察犬史も併せて収録している。警察犬は、

苦しい捜査でも訓練士の信頼に応え、最善を尽くすことを目指し、多くの犯罪事

件の解決に貢献してきた。中でも過激派闘争が問題となっていた昭和 46（1971）

年に発生した銃砲火薬店襲撃事件ではアルフ号が実行犯 2 人を発見し、逮捕
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に貢献したことで警察犬の知名度も上がったという。警察犬の嗅覚や忠実さが

多くの事件解明を支えていることが分かる。 

 

70. 警犬灵灵  / 张冠华原著; 张企荣改编; 盛增祥绘画. (上海人民美术出版

社, 1985.7.)【XP-A-81628】 

関西館アジア情報室所蔵のコレクションである上海新華書店旧蔵書の 1 冊。連

環画（れんかんが）と呼ばれる、各ページに写実的な絵と数行の文がつく形式の

中国の絵入りの小型本である。連環画は 20 世紀初めに通俗大衆小説のダイジ

ェスト版として登場し、児童用絵本として発展、様々なジャンルの文学などのダイ

ジェスト劇画本として普及した。中国の人々にとって欠くことのできない大衆読物と

して愛好されている。展示資料は、子どもたちが拾った仔犬が警察犬として成長

し、子どもたちと共に悪者をやっつけ活躍する様が描かれている。 

 

71. 犬と麻薬のはなし : 麻薬探知犬の活躍 / さろん・かすたむす 編. ([さろん・か

すたむす], 2005.9.)【Y1-N05-H335】 

麻薬探知犬は、日本では、昭和 54（1979）年以降、空港や港などで、水際での

麻薬の拡散防止に貢献してきた。負けず嫌いで人見知りしないような犬が適して

おり、犬種ではジャーマン・シェパード、ラブラドール・リトリバー、ゴールデン・リトリバ

ーの 3 種が多い。訓練の内容や、ハンドラーと呼ばれる税関職員とペアになって

送る一日の流れ、引退後の生活、麻薬探知犬が挙げた成果の事例などが、

分かりやすい文体で紹介されている。 

 

72. 災害救助犬走る! / 坂井貞雄 著. (誠文堂新光社, 1995.3.)【EG77-E289】 

日本の災害救助犬育成の第一人者が、平成 7（1995）年の阪神淡路大震災

での活動記録をまとめた本。災害救助犬は、がれきの下に生存者がいれば吠え

て知らせる。最初は戦場で負傷兵を捜索する目的で育成され、近年、災害や

遭難の現場で活躍するようになった。日本では阪神淡路大震災が、災害救助

犬活躍の始まりといわれている。震災直後に現場へ駆けつけた著者らは、救助

犬の認知度の低さに苦労しながらも、3頭の救助犬と共に力走した。後半では救

助犬先進国のスイスの事例や訓練方法、制度面の課題などにも言及されてい

る。 

 

73. 日本ロボット学会誌 = Journal of the Robotics Society of Japan.「サイバー救助犬」
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大野 和則. 35(2)=270. (日本ロボット学会, 2017.3.)【Z16-1325】 

サイバー救助犬とは、犬の目線カメラ、マイク、慣性センサ、GPS、データ記録・

配信装置などが搭載されたサイバースーツを身に着け、災害救助を行う犬のこと

である。通常の救助犬は災害現場で歩き回り、被災者を発見すると吠えてハンド

ラーに伝えるが、言葉を話せない犬が人間に伝えられる情報には限界がある。そ

こで、サイバースーツを救助犬に着せ、リアルタイムで情報をハンドラーらに送信

することで、通常の救助犬が伝えられることに加えて、犬のいる位置や見ているも

の、得た情報を効率的に収集しようと試みられている。展示資料ではサイバース

ーツのハード、ソフト両面の開発を行う研究者である著者が、サイバー救助犬の

活動、利点、研究について紹介する。 

 

74. 現代農業.「モンキードッグで集落を守る!(新連載)「飼い主の畑」だけでなく、「地

域を守る」モンキードッグへ」吉田 洋. 91(1)=783. (農山漁村文化協会, 2012.1.)

【Z18-180】 

モンキードッグの有効性を伝える合計 3 回の連載記事（第 2 回：91(3)=785、第 3

回：91(4)=786 掲載）の第 1 回。モンキードッグとは、農作物の窃盗、人家の破

壊、糞尿、人への威嚇や襲撃等のサルによる被害を減らすため、飼い犬などを

訓練し、サルを追い払うようにしたサル追い払い犬のこと。サルは学習能力が高く、

サル対策にすぐ慣れてしまうが、訓練された犬には強い警戒心を持ち、その犬を

使う人間も恐れるようになる。そのため、モンキードッグは効率の良いサル対策とし

て注目されている。展示資料及び連載記事では、著者が育成、運用するモンキ

ードッグ「ラッキーくん」の活動を例に、モンキードッグの利点、活用法、育成法、

安全な運用方法などが解説される。 

 

75. 遺伝 : 生物の科学.「がんとニオイ : がん探知犬を用いた検討」園田 英人, 

鴻江 俊治, 前原 喜彦. 65(6). (エヌ・ティー・エス, 2011.11.)【Z18-22】 

がん探知犬とは、呼気のニオイでがんを探知する訓練を受けた犬のことである。

展示資料では、がん探知犬マリーンのがん探知能力を検証した結果、がんのニ

オイは確かに存在し、がんのニオイの研究は早期がん検出につながる可能性が

あると報告している。実験において、マリーンは 9 割以上の精度でがんを探知した。

犬が生き物である故の障害が多く、がん検診そのものへの導入は困難であるとし

ているが、犬の優れた嗅覚を用いることで、がんとニオイの関係を明らかにでき、

今後のがん研究に資するだろうとも述べている。 



26 

76. キネマ旬報.「ドッグトレーナー 宮忠臣さんに聞く 7 つの秘訣」宮 忠臣, 佐藤 結. 

(1402) .（キネマ旬報社, 2004.4.上旬.）【Z11-158】 

平成16（2004）年に公開された映画「盲導犬クイールの一生」に合わせて、「キネ

マ旬報」史上初めて、犬を通して映画を考える巻頭特集が組まれた。その中に、

俳優犬の育成についての短い記事が掲載されている。俳優犬に向く犬の素質、

接し方や訓練、撮影時に気を付けていること、苦労したことなどが、ドッグトレーナ

ーへの質疑の形式で紹介されている。俳優犬は、ドッグトレーナーや、共演する

人間の俳優たちと目を合わせて間合いを取りながら働いていることが分かる。 

 

77. 創.「お父さんが犬という設定--ソフトバンク/ガスパッチョ!」澤本 嘉光. 39(3) (通

号 432). (創出版, 2009.3.)【Z23-208】 

近年、間違いなく最も有名な犬の 1 匹であろう「お父さん」。その CM を手掛けたプ

ランナーが、広告業界を特集した記事に制作秘話を語る（pp.38～40）。良いもの

を食べすぎて（?）太ってしまったという俳優犬の状況や、何を宣伝したいかというク

ライアントの意向に臨機応変に対応する姿勢が印象的である。著者は作詞家や

脚本家としても活躍しており、映画『犬と私の 10 の約束』の脚本を手がけたことで

も知られている。 
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犬を描く 

古くからの隣人であり、相棒であり、家族であった犬たちを人は、文学作
品、絵画、工芸品などのモチーフにしてきました。高名な画家や文豪や作
家たちの作品も多く残されています。また、その親しみやすさから、犬のキャ
ラクターたちも数多く生まれ、親しまれてきました。 

最後のトピックでは、縄文時代の埴輪犬から、近年の文芸作品や最近
のキャラクターたちまで、人が様々な方法で描いてきた犬たちをご紹介しま
す。 
 

78. 和漢名画選. 再版 / 村山旬吾 編. (国華社, 大正 6.)【404-58 イ】 

 

『和漢名画選』（明治 41）の再版。国内に存在する名画を厳選し、タイトル、作者、

画材、寸法、所蔵者、解説を付した画集。推古天皇の時代から江戸時代まで

の日本画 78 点と唐宋元三代の中国絵画 30 点を収録する。展示箇所は江戸

時代中期の画家で、円山四条派（まるやましじょうは）の祖、円山応挙（まるやま 

おうきょ）の「蕣花狗兒圖」（しゅんかくじず。現在は「朝顔狗子図杉戸」（あさがおく

しずすぎと）という名前で知られている）。紺色の朝顔が咲く中で生後 1～2 か月

ほどの茶色と白の仔犬が戯れている。もこもこの毛の質感、汚れた肉球、開いた

口の中の繊細な描写に対しさっと描かれた耳などの思い切った省略や、躍動的

で写実的な仔犬に対し大胆にとられた背後の空間などが応挙らしい 1 枚である。 

 

79. 円山四条画鑒. 再版 / 村山旬吾 編. (国華社, 大正 4.)【410-11 イ】 

 

『円山四条画鑑』（明治 44）の再版。円山四条派の絵画 120 点を収録する画

集。展示箇所は長澤蘆雪（ながさわ ろせつ）の「菊花狗兒圖」。蘆雪は奇抜な

構図と奔放な筆致で名高い江戸時代中期の画家で、円山応挙に絵を学んだ。

蘆雪は、師が確立した仔犬に特定の毛色や、より小さめの頭や長い脚、単純化

などの独自の要素を加え、展示箇所の後ろを向いた黒い仔犬と向き合う薄茶の

仔犬はその典型である。ムクムクな毛並の感触がよく分かる大胆な筆遣いで描

かれ、投げ出された後ろ足の力の抜け具合も仔犬らしく可愛らしい。 

 

80. 百々世草. 第 2 巻 / 神坂雪佳 著. (山田芸艸堂, 明治 42.)【406-32】 
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菊の異名「百々世草」（ももよぐさ）をタイトルに冠した多色木版摺の図案集。明治

中期以降に京都で活躍した図案家、日本画家である神坂雪佳（かみさか せっ

か）の作品である。雪佳は、琳派の作風とモダンな要素を併せ持つ作品を残し、

近代の琳派界で大きな足跡を残した。その中でも展示資料は代表作の一つに

数えられている。展示箇所のタイトルは「狗児」（くじ）。かたつむりに釘付けの白い

仔犬と、かれに寄り添う茶色い仔犬の姿形は、竹の硬質な質感と対照的に丸く

柔らかく描かれている。その柔らかな姿と、全体の構図が印象的な作品である。 

 

81. フランダースの犬 / ウイダ (ルイス・デ・レミイ) 著; 日高善一 (柿軒) 訳. (内外

出版協会, 明 41.11.)【32-371】 

明治 41（1908）年に出版された日本初の翻訳の初版。多くの読者を得て、日本

で『フランダースの犬』が親しまれるきっかけを作った。訳者は、登場人物の名前

を当時の読者が親しみやすいように日本名に置き換え、主人公の少年ネロは淸

（きよし）、犬のパトラッシュは斑（ぶち）と訳している。展示箇所は、クリスマス前夜

の教会で、淸が、ずっと見たいと切望していたルーベンスの名画を遂に目にし、

感極まる場面である。不遇が続き、唯一の友達の斑と運命を共にする決意をし

た淸が、最後に報われた瞬間であり、この後、物語は結末を迎える。 

 

82. 忠犬ハチ公物語 / 岸一敏 著. (モナス, 昭和 9.)【657-118】 

ハチの主人・上野英三郎（うえの ひでさぶろう）の門下生であった著者が、渋谷

駅の初代ハチ公像の建造と同年に出版した。忠犬ハチ公の逸話の詳細と、そ

れに対する社会の反響が物語調の平易な文体で記され、巻末にはハチ公に寄

せられた手紙の数々も収められている。『純情美談 忠犬ハチ公』（1934）というレ

コードにはハチの肉声が収録されていることが知られるが、著者はこのレコードの

制作にも携わった。 

 

83. 動物記. 第 1 巻 / E.T.シートン 著 ; 内山賢次 訳. (白揚社, 昭 12.)【720-182】 

 

シートンによる動物記の初訳単行本であり、当時の日本ではほとんど知られてい

なかったシートンを広く知らしめた 1 冊。展示箇所は、シートンが飼い犬ビンゴとの

思い出を綴った短編の一場面で、ご近所のトラブルメーカーで彼の悩みの種で

もあったビンゴが、それでも彼の窮地にはなぜか危機を察して駆けつけてくれる様

子など、不思議な絆が描かれている。訳者は、シートンを敬愛し「科学者の眼と、
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美術家の技と、創作家の力」を有すると評した。 

 

84. 直木賞作品集 第 4. 『高安犬物語』/ 戸川幸夫 著. (大日本雄弁会講談社, 

1956.)【913.608-N632】 

高安犬（こうやすいぬ）は、絶滅した山形県原産の中型犬で、幾日でも雪山を歩

く耐久力、獲物が倒れるまで食い下がる闘魂、鋭い嗅覚などを備え、熊狩によく

使われた。展示資料は、最後の一匹だったと著者が信じる高安犬の傍らで送っ

た日々を描いた作品で、昭和 29（1954）年に第 32 回直木賞を受賞した。作品

の主役に動物を据え、生態や習性を正確な記述で描く「動物文学」を日本で確

立させた作品として評価されている。 

 

85. 円山応挙画集. 図版編 / 円山応挙 [画]; 源豊宗 監修; 狩野博幸 [ほか]

編集.  (京都新聞社, 1999.7.)【YP14-1690】 

展示資料 78『和漢名画選 再版』でも紹介した円山応挙の絵画、書、書簡など

約 700 点を集めた画集。図版編と解説編から成る。展示資料の図版編には犬

が描かれている絵が 33 点収録されている。「応挙犬」と言う言葉があるほど、犬

を描くことに定評のある応挙の様々な仔犬が楽しめる。 

 

86. いぬ・犬・イヌ : 人間の最も忠実なる友・人間の最も古くからの友 / 渋谷区立

松濤美術館 編. (渋谷区立松濤美術館, 2015.)【K16-L724】 

松濤美術館（東京都）で平成 27（2015）年に開催された「いぬ・犬・イヌ」展の図

録。「最も古い家畜」「イヌのいる生活・イヌのいる情景」「犬と美人」「かわいい仔

犬」「舶来のイヌたち」「みんなが知っているイヌたち」「特別出品」の 7 部に分け、

古墳時代に作られた犬の埴輪から現代の絵画まで、様々な時代の犬の絵や

立体造形、約 80 点を紹介する。 

 

87. 世界の犬の民話 / 日本民話の会, 外国民話研究会 編訳. (三弥井書店, 

2009.10.)【KE222-J2】 

アジアや欧米などの様々な国や地域に伝わる、犬、狼、コヨーテ、ジャッカルが

登場する民話を多数収録。シリーズでは、『世界の鳥の民話』（2004）、『世界の

猫の民話』（2010）も刊行されている。忠実な友としての犬と残忍な敵としての狼

との対比や、敬われ恐れられる存在としての犬とただひたすら人に尽くす忠臣とし

ての犬との差異など、世界各地に伝わる民話から浮かび上がる犬たちの姿は、
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極めて多様で興味深い。 

 

88. 日中韓の昔話 : 共通話型三〇選 / 鵜野祐介 編著. (みやび出版, 2016.4.)

【KJ5-L1】 

共通の型を持つ昔話を紹介し、「ここ掘れワンワン」で有名な「花咲か爺」も収め

ている。正直者が犬の導きで幸運を得、それを妬む強欲者が真似をして報いを

受ける筋書きや、犬が死後も手を変え品を変え、飼い主を助ける点が共通する。

細部は三国三様で、日本では正直爺さんが、枯れ木に花を咲かせるが、それに

対応する中国のシーンは意表をつく。詳細な解説も添えられ、馴染みの昔話の

共通性と多様性を一望できる。 

 

89. Yastıkname : kitap çevirmenleri girişimi ortak çevirisi / Sei S̥onagon, hazırlayan, Tuncay 
Birkan. (Metis, 2006.)【Y782-S59】 

清少納言の『枕草子』のトルコ語訳。『枕草子』に登場する犬の翁丸（おきなまろ）

は、日本古典文学の中で最も有名な犬の 1 匹であり、古典の授業で学んだ人も

多いのではないだろうか。翁丸が登場する七段は「上にさぶらふ御猫は」と題され

ることが多いが、展示資料では「哀れな犬翁丸（Zavallı Köpek Okinamaru）」と題を

付され、弓を振り上げて犬を追いかける武官姿の男たちの挿絵が添えられている。 

 

90. 太宰治全集 第 3 巻. 『畜犬談』/ 太宰治 著. (筑摩書房, 1978.8.)【KH84-9】 

昭和 14（1939）年に発表された短編作品。犬嫌いで、犬に対し「青い焔が燃え

上がるほどの、思いつめたる憎悪」を抱いた主人公が、野良犬に懐かれて飼う

羽目に陥り、ある出来事をきっかけに、犬への捻じれた感情に気付くまでが、ユー

モアを交えて語られている。最後の場面の台詞からは、芸術家の在り方について

の太宰の信条の断片を伺える。太宰は、野良犬に悩まされた鬱憤を晴らすつもり

で書き始めたが、意外にも滑稽な作品に仕上がったので、「憤慨もまた度を超す

と滑稽に止揚するものらしい」と振り返っている。 

 

91. 志賀直哉全集 第 3 巻 (小説 3). 『黒犬』『犬』 / 志賀直哉 著. (岩波書店, 

1973.)【KH546-5】 

展示資料には、大正 14（1925）年発表の『黒犬』、昭和 3（1928）年発表『犬』が

収録されている。2 篇とも、著者の体験に着想を得た作品で、奈良市を舞台に

迷子の飼い犬を探し回る話の『犬』は、直哉の愛犬の失踪事件の顛末が基に
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なっている。犬好きの直哉は、生涯で多くの犬を飼い、『犬』に出てくる飼い犬「米」

（よね）は谷崎潤一郎と出かけた際に見初めて手に入れ、飼い始めた犬だという。

巻末には『犬』を含む一部の作品の草稿等も掲載されており、作品の背景や記

述の変遷も分かる。 

 

92. 愛犬記 : ユーモアエッセイ集 / 遠藤周作, 安岡章太郎 他著. (番町書房, 

1976.)【KH17-44】 

遠藤周作や安岡章太郎ら、著名な小説家たちのエッセイや対談を収録している。

「ユーモアエッセイ集」と銘打たれているとおり、個性的な犬たちが数多く登場する。

犬好きで知られる遠藤は、飼っていた雑種の犬を賢明さも凄さも品もないと評しつ

つ、どこか憎めない愛嬌のあるその犬に確かな愛情を注いだ。展示資料 84『高

安犬物語』の著者である戸川幸夫（とがわ ゆきお）のエッセイも収められている。 

 

93. 文芸春秋. 82(5) (臨増). (文芸春秋, 2004.3.)【Z23-10】 

一冊まるごと犬特集。「犬と私」「犬のいる暮らし」などのテーマで、作家、俳優、

獣医師、訓練士など、各界の多彩な顔ぶれが文章を寄せている。井上ひさし

「なぜ、いま、犬なのか」、田辺聖子「犬と男」、米倉斉加年「同居犬マフラー」

などのエッセイやコラムのほか、動物写真家の岩合光昭が撮影した土着の日本

犬（和歌山で暮らす紀州犬など）の写真も収録されている。ぱらぱらとめくって、

興味を持ったところから楽しめる一冊。 

 

94. 巴斯克维尔的猎犬 / 柯南道尔原著, 韩幼文改编, 黄云松绘画. (浙江人

民出版社, 1979.9.)【XP-A-83060】 

展示資料 70『警犬灵灵』と同じく、上海新華書店旧蔵書で連環画。連環画に

は、外国文学の抄訳も多く、展示資料はコナン・ドイルの推理小説『バスカヴィル

家の犬』（原題は The hound of the Baskervilles）をダイジェストで翻訳し、リアルな画

風の絵を添えた絵入りの小型本である。魔犬伝説を利用して仕組まれた事件に

ふさわしい、おどろおどろしい画面と不気味な犬が迫力満点。 

 

95. Sherlock Holmes series. Buku 8. The hound of [the] Baskervilles / written by Sir Arthur 

Conan Doyle, Supervised by Shotaro Ishinomori, Illustration by Morihiko Ishikawa, Alih 

Bahasa Wilhemina Novita. (PT Elex Media Komputindo, 2009.)【Y735-TS-2839】 
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展示資料 94『巴斯克维尔的猎犬』と同じく『バスカヴィル家の犬』の翻訳だが、こ

ちらは石ノ森章太郎 監修, 石川森彦 画で漫画化された『バスカヴィル家の犬』

(1997)のインドネシア語訳である。効果音も翻訳され、犬のうなり声も「Graoo」など、

お国柄がうかがえる。 

 

96. 滑稽とペーソス : 田河水泡 "のらくろ" 一代記展 / 町田市民文学館ことばら

んど 編. (町田市民文学館ことばらんど, 2013.1.)【KC486-L18】 

漫画家、田河水泡（たがわ すいほう）の生涯と作品を紹介した展示会図録。

一世を風靡した「のらくろ」シリーズは、天涯孤独の野良犬「のらくろ」が、猛犬連

隊に入り勇気、機知、ユーモアで活躍する物語で、「不幸な子どもたちに元気と

希望を与えたい」というメッセージが込められていたという（昭和初期、軍隊は身

寄りも教育もない人間が出世できるまっとうな職だった。）。50 年に渡って連載され、

のらくろが、大尉に出世した後、除隊し、様々な職を経て喫茶店のマスターになり、

結婚し家族を得たところで完結した。『のらくろ一代記 : 田河水泡自叙伝』

（1991）などの伝記や、『のらくろ上等兵』（1932）などの漫画シリーズ（一部デジタ

ル化済み）も併せてお楽しみいただきたい。 

 

97. 101 匹わんちゃん. (扶桑社, 1994.4.)【KH555-E1531】 

ウォルト・ディズニー社が、1961 年に公開したアニメーション映画（日本では翌年

公開）の内容を抜粋し絵本仕立てにした本である。ダルメシアンの仔犬たちが誘

拐され、毛皮のコートにされる…!?痛快な筋書き、作画の美しさ、印象的なタイト

ルなどで大ヒットし、世界中でダルメシアンブームを巻き起こした。また、この映画は

原画をセルに転写する技術（トレスマシン）を初めて用いた画期的な作品でもある。

展示資料の後書きによれば、この技術を用いて作られた犬の斑点は約 650 万点

に上ったという。 

 

98. 豆しばのお弁当 / 稲熊由夏 お弁当製作, キムソクウォン, 渡部祥子 作. (主

婦と生活社, 2009.9.)【Y73-J1474】 

「豆しば」は日本で生まれた犬系キャラクターで、「豆でもないし、犬でもない」「こ

っそりみんなの前に現れて、豆知識を教えてくれる」不思議な生き物。展示資料

は、そんな「豆しば」のキャラクター弁当の作り方をシュールな豆知識とともに紹介

する。 
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99. SNOOPY と 72 人の仲間たち! : PEANUTS CHARACTER BOOK. (集英社, 2012.7.)

【Y88-J3817】 

世界に名がとどろくスヌーピーだが、登場するキャラクターの名前を全て挙げられ

る人は余り多くないかもしれない。なんと、絵柄と名前が一致するキャラクターは

73 キャラいるそう。実はスヌーピーは 8 匹家族だったり、実はチャーリー・ブラウンは

恋多き男だったり、実はスヌーピーにはチャーリー・ブラウンの前に飼い主がいたり、

展示資料を読むとたくさんの「実は」を知ることができる。スヌーピーのオリジナルグ

ッズも数多く紹介されており、見ているだけで欲しくなること請け合い。 

 

100. スヌーピーの 50 年 : 世界中が愛したコミック『ピーナッツ』 / チャールズ・M.シ

ュルツ 著 ; 三川基好 訳. (朝日新聞社, 2001.1.)【KC486-G632】 

『ピーナッツ』の初掲載は新聞で、それから 50 年を記念して、チャールズ・M.シュル

ツ自らが著者を務め出版。著者は『ピーナッツ』の構想を 6 歳のときから温めてい

たという。50 年分の歴史を概観でき、絵柄の移り変わりも見ることができる。今より

かなりシンプルな顔つきの初期のピーナッツの面々は必見。世界中の人々に愛

されるキャラクターたちを描き続けてきた 50 年間を著者は「この上なく幸せ」と評し

ている。 
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国立国会図書館関西館第23回小展示

犬も歩めば本になるー歴史から研究・物語までー
展示資料解説

会期：2018年2月22日（木〉～3月20日（火）※日曜日を阪
会場：国立国会図書館関西館閲覧室（地下1階）
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編集：国立国会図書館関西館展示小委員会
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