
タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

野生動物のためのソーシャルディスタンス 戸川久美／著 新評論 2020 1111089239

史上最恐の人喰い虎 デイン・ハッケルブリッジ／著 青土社 2019 1111043137

トラ学のすすめ 関啓子／著 三冬社 2018 1110897962

生物学の基礎はことわざにあり 杉本正信／著 岩波書店 2018 1110597638

野生のトラに呼ばれて 堀 明／著 牧野出版 2014 1110385638

アムールトラを追う 福田 俊司／著 東洋書店 2013 1110312095

アムールトラに魅せられて 関 啓子／[著] 東洋書店 2009 1110147160

虎山へ 平岡 泰博／著 集英社 2003 1108165471

トラを救おう サマンサ・ベアーズ／著 トラ保護活動ネットワーク出版委員会 2002 1108153097

トラが語る中国史 上田 信／著 山川出版社 2002 1106991266

トラ　第2巻 エッソ石油 1998 1101815874

トラ　第1巻 エッソ石油 1997 1101696076

つよくてしましまわたしはだあれ? モイラ・バターフィールド／作 あかね書房 1997 1300063771

野生ネコの百科 今泉 忠明／著 データハウス 1996 1106130642

虎を求めて 戸川 幸夫／著 講談社 1989 1100276144

 🐅「文化」としてのトラ 🐅

くらべてわかる若冲vs応挙 安村敏信／著 敬文舎 2019 1111019657

日本の祭りを追う 池内 郁／著 西田書店 2014 1110167259

白虎 玄武 朱雀 青龍 飛鳥資料館／編集 [飛鳥資料館] 2014 1110240122

新しい日本の語り　10 日本民話の会／編 悠書館 2014 1108982792

戦国武将逸話集　続 湯浅 常山／原著 勉誠出版 2011 1108769850

虎・獅子・ライオン 宮内庁 2010 1107919811

お菓子も楽しい!「虎屋・寅年・虎づくし」展 虎屋文庫／編集 [虎屋] 2009 1107871954

屏山 和田 屏山／[画] 与謝野町教育委員会 2007 1107568634

張り子 五十嵐 健二／編著 日貿出版社 2006 1108359967

竜虎 観世 左近／訂正著 檜書店 2005 1108379221

アニマルズ 三沢 厚彦／著 求竜堂 2002 1108196773

トラ　第3巻 エッソ石油 1999 1101934568

とらの巻 増井 光子／編 博品社 1997 1106120171

近松全集　第9巻 [近松 門左衛門／著] 岩波書店 1988 1105659229

日本屏風絵集成　第16巻 武田 恒夫／[ほか]編集 講談社 1978 1107819250

実演仏教童話全集　７ 実演仏教童話全集刊行会 1934 1300033915

 🐅「動物」としてのトラ 🐅

  🐅寅（トラ）をめぐる 🐅
令和４年１月５日作成



タイガーズ・ワイフ テア・オブレヒト／著 新潮社 2012 1108959501

虎と月 柳 広司／作 理論社 2009 1108927706

中島敦『山月記』作品論集 勝又 浩／編 クレス出版 2001 1108015403

中島敦全集　1 中島 敦／著 筑摩書房 2001 1108015452

おどりのすきなとら 松谷 みよ子／作 太平出版社 1999 1300053723

李陵・山月記 中島 敦／著 新潮社 1998 1107636035

おしゃれなサムとバターになったトラ ジュリアス・レスター／ぶん ブルース・インターアクションズ 1997 1200367256

とらくんとぼく カザ敬子／文・絵 西村書店 1996 1200332490

おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カ-／作 童話館 1993 1200332334

一休さん 平田昭吾／作 ポプラ社 1991 1200073821

だるまちゃんととらのこちゃん 加古 里子／さく え 福音館書店 1987 1200025268

とらときつね 奈街 三郎／著 二葉書店 1949 1300042130

兎と虎とゴムテッポウ 川崎 大治／作 日本画劇 19-- 1200390621

みんなの寅さんfrom1969 佐藤利明／著 アルファベータブックス 2019 1110914353

虎とバット ウィリアム・W.ケリー／著 ダイヤモンド社 2019 1110971718

阪神タイガース1985-2003 中川右介／著 筑摩書房 2019 1111045538

真説・佐山サトル 田崎健太／著 集英社インターナショナル 2018 1110931365

猛虎の80年 日刊スポーツ新聞西日本／編 日刊スポーツ出版社 2015 1110452057

タイガー・ウッズ ティム・ロザフォート／著 青山出版社 1997 1101960480

日本シナリオ大系　６ シナリオ作家協会／編纂 映人社 1979 1100563624

十二支読本 稲田義行／著 創元社 2017 1110746417

十二支の動物たち 石島 芳郎／著 東京農業大学出版会 2006 1108388263

十二支の民俗伝承 石上 七鞘／著 おうふう 2003 1108023274

干支の動物誌 阿部 禎／著 技報堂出版 1994 1106185232

干支セトラ,etc. 奥本 大三郎／著 岩波書店 1992 1100214111

干支の書 第百生命保険相互会社広報室 1984 1101469805

宇宙動物園 中村 清兄／著 法政大学出版局 1983 1101470001

ね.うし.とら......十二支のはなし ドロシー・バン・ウォアコム／ぶん ほるぷ出版 1980 1200040861

十二支動物考 吉田 平七郎／講演 原野農芸博物館 1972 1103707574

🐅 「干支」について 🐅

🐅 「トラ」といえば…… 🐅

🐅 「お話」のトラ 🐅

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町
TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653
ホームページ https://www.library.pref.kyoto.jp/


