
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料コード

　　　　　動物の老化

いのちの科学の最前線　　生きていることの不思議に挑む チーム・パスカル／著 朝日新聞出版 2022 1111300388

動物学者が死ぬほど向き合った「死」の話

生き物たちの終末と進化の科学
ジュールズ・ハワード／著 フィルムアート社 2018 1110780994

京大発!フロンティア生命科学 京都大学大学院生命科学研究科／編 講談社 2018 1110777727

不老不死のクラゲの秘密 久保田信／著 毎日新聞出版 2018 1111013635

老化の生物学　　その分子メカニズムから寿命延長まで 石井 直明／編 化学同人 2014 1110390240

生きているとはどういうことか 池田 清彦／著 筑摩書房 2013 1110521067

老化の進化論　　小さなメトセラが寿命観を変える マイケル・R.ローズ／[著] みすず書房 2012 1110012364

動物の発生と分化     新・生命科学シリーズ 浅島 誠／共著 裳華房 2011 1108946425

発生の生物学30講       図説生物学30  講動物編3 石原 勝敏／著 朝倉書店 2007 1108401322

死と老化の生物学 アンドレ・クラルスフェルド／[著] 新思索社 2003 1108134519

生命はどのようにして死を獲得したか    老化と加齢のサイエンス ウィリアム・R.クラーク／著 共立出版 2003 1108040203

老化はなぜ起こるか

コウモリは老化が遅く、クジラはガンになりにくい
スティーヴン・N・オースタッド／著 草思社 1999 1106063868

動物の老化のしくみ     発生生物学シリーズ3 Robert R.Kohn／著 丸善 1974 1101522918

　　　　いのちの終わり

ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか 　生物の死4つの仮説 更科功／著 新潮社 2022 1111311450

死

生命はなぜ死を受け入れたのか、また、私は死ねばただ無になるのか
新山喜嗣／著 春秋社 2022 1111286009

生物はなぜ死ぬのか 小林武彦／著 講談社 2021 1111222756

ペットが死について知っていること

伴侶動物との別れをめぐる心の科学
ジェフリー・M.マッソン／著 草思社 2021 1111277594

ママ、最後の抱擁　　わたしたちに動物の情動がわかるのか フランス・ドゥ・ヴァール／[著] 紀伊國屋書店 2020 1111218366

生き物の死にざま 稲垣栄洋／著 草思社 2019 1110974993

ラストウォーク　　愛犬オディー最後の一年 ジェシカ・ピアス／著 新泉社 2019 1111021802

生老死の進化　　生物の「寿命」はなぜ生まれたか 高木由臣／著 京都大学学術出版会 2018 1110903539

生から死へ、死から生へ　　生き物の葬儀屋たちの物語 ベルンド・ハインリッチ／著 化学同人 2016 1110485099

なぜ老いるのか、なぜ死ぬのか、進化論でわかる ジョナサン・シルバータウン／著 インターシフト 2016 1110563671

生命の不思議に挑んだ科学者たち 宮竹 貴久／著 山川出版社 2015 1110414131

有性生殖論　　「性」と「死」はなぜ生まれたのか 高木 由臣／著 NHK出版 2014 1108979772

なぜ男は女より早く死ぬのか 生物学から見た不思議な性の世界 若原 正己／著 SBクリエイティブ 2013 1110158761

生命に関する7大テーマ　　最前線の研究者が挑む ニュートンプレス 2011 1108740125

ヒトと動物の死生学　　犬や猫との共生、そして動物倫理 一ノ瀬 正樹／編 秋山書店 2011 1110554068

動物力　　犬のフリ見て我がフリ治せ！ 永田 高司／著 人文書院 2005 1108316140

親と子の動物行動学　　野生動物の一生から学ぶ 小原 秀雄／著 教育出版 2003 1108164318

大いなる死　　死と生の幸福論 羽仁 進／著 光文社 2001 1105594400

クゥとサルが鳴くとき　　下北のサルから学んだこと 松岡 史朗／著 地人書館 2000 1106242280

動物園の動物たち ブックリスト
令和４年11月25日作成



タイトル 著者名 出版社 出版年 資料コード

　　　　　動物たちの福祉

動物福祉学 新村毅／編 昭和堂 2022 1111300107

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 1111265730

はじめての動物倫理学 田上孝一／著 集英社 2021 1111312680

里山に暮らすアナグマたち　　フィールドワーカーと野生動物 金子弥生／著 東京大学出版会 2020 1111073589

動物福祉の現在　　動物とのより良い関係を築くために 上野 吉一／編著 農林統計出版 2015 1110433586

動物への配慮の科学　　アニマルウェルフェアをめざして Michael C.Appleby／編著 チクサン出版社 2009 1108829282

アニマルウェルフェア　　動物の幸せについての科学と倫理 佐藤 衆介／著 東京大学出版会 2005 1108086966

動物の権利 キャス・R.サンスティンほか／編 尚学社 2013 1110152640

動物の権利入門　　わが子を救うか、犬を救うか ゲイリー・L.フランシオン／著 緑風出版 2018 1110776695

動物が幸せを感じるとき

新しい動物行動学でわかるアニマル・マインド
テンプル・グランディン／著 NHK出版 2011 1108774421

<動物のいのち>と哲学 コーラ・ダイアモンドほか／著  春秋社 2010 1108646397

動物の権利 デヴィッド・ドゥグラツィア／[著] 岩波書店 2003 1108164300

動物に権利はあるか ローレンス・プリングル／著 日本放送出版協会 1995 1100214129

　　　動物園

岐路に立つ「動物園大国」　動物たちにとっての「幸せ」とは? 太田匡彦／著 現代書館 2022 1111285985

動物園を考える　　日本と世界の違いを超えて 佐渡友陽一／著 東京大学出版会 2022 1111286082

動物園・その歴史と冒険 溝井裕一／著 中央公論新社 2021 1111083109

いのちかがやく京都市動物園構想2020 ～いのちをつなぎ、いの

ちが輝く動物園となるために～ 　　　概要版
京都市動物園／[編] 京都市文化市民局動物園 2020 1111104160

いのちをつなぐ動物園

生まれてから死ぬまで、動物の暮らしをサポートする

京都市動物園生き物・学び・研

究センター／編
小さ子社 2020 1111110894

動物園から未来を変える

ニューヨーク・ブロンクス動物園の展示デザイン
川端裕人ほか／著 亜紀書房 2019 1111022487

京都市動物園飼育係ものがたり 高橋鉄雄／著 京都新聞出版センター 2019 1110923354

動物園の社会心理学

動物園が果たす役割と地方動物園が抱える問題
諸井克英ほか／著 晃洋書房 2018 1111003214

いのちの博物館の実現に向けて

消えていいのか、日本の動物園・水族館

日本動物園水族館協会

教育普及委員会／編集
日本動物園水族館協会 2018 1110668934

人と動物の関係を考える　　仕切られた動物観を超えて 打越綾子／編 ナカニシヤ出版 2018 1110773973

京都市動物園ガイドブック 京都市動物園／監修 キッズプロモーション 2016 1110608807

動物園の文化史　　ひとと動物の5000年 溝井 裕一／著 勉誠出版 2014 1110169552

動物が教えてくれた人生で大切なこと。

旭山動物園で僕が胸に刻んだ「いのち」の輝き
小菅 正夫／著 河出書房新社 2014 1110379011

みんなの京都市動物園　　京都市動物園110周年記念誌 京都市動物園編集委員会／編集 京都市動物園 2013 1110210463

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 1110121678

生き物はすべてつながっている 　　　地球に生きる仲間たち 中川 志郎／著 ザ・ブック 2013 1110306980

動物たちの130年　　上野動物園のあゆみ 小宮 輝之／解説・監修 東京動物園協会 2012 1110010954

動物園学 Geoff Hosey／[著] 文永堂出版 2011 1108742055

物語上野動物園の歴史　　園長が語る動物たちの140年 小宮 輝之／著 中央公論新社 2010 1108641422

動物園革命 若生 謙二／著 岩波書店 2010 1108929520

動物園にできること　　「種の方舟」のゆくえ 川端 裕人／著 文芸春秋 1999 1101928578


