
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
赤ちゃんクジラと泳いだ海 リン・コックス／著　高山祥子

／訳
936 ｺﾂ

あの日、あの味－「食の記憶」でたどる昭
和史－

月刊『望星』編集部／編集 383.8 ｱ

石の葬式 パノス・カルネジス／[著]　岩
本正恵／訳

933 ｶﾙ

イルカを食べちゃダメですか?－科学者の
追い込み漁体験記－(光文社新書　473)

関口雄祐／著 664.9 ｾ

海知られざる世界　3(NHKスペシャル)　ク
ジラだけが知っている/波・驚異のパワー

NHK「海」プロジェクト／著 452 ﾆ 3

大江戸豪商伝 童門冬二／著 ﾄﾞｳ
オデッセイ号航海記－クジラからのメッ
セージ－

ロジャー・ペイン／著　宮本貞
雄／訳

452.2 ﾍﾟ

巨鯨 水口博也／著 489.6 ﾐ
クジラ－The gentle giant－ 中村庸夫／著 489.6 ﾅ
鯨イルカ雑学ノート－観る/触る/蒐める 鯨者連／編著 489.6 ｸ
クジラ・イルカ生態写真図鑑－知られざる
素顔に迫る－(ブルーバックス　B-1708)

水口博也／著 489.6 ﾐ

クジラ・イルカ大百科 水口博也／著 489.6 ﾐ
クジラ・イルカの疑問50(みんなが知りた
いシリーズ　9)

加藤秀弘／編著　中村玄／編
著

489.6 ｸ

クジラ・イルカハンドブック－シエラクラブ
版－

S・レザーウッド／著　R・リーヴ
ズ／著　吉岡基／[ほか]訳

489.6 ﾚ

鯨岩 又吉栄喜／著 ﾏﾀ
クジラ・ウォッチングガイドブック 水口博也／著 489.6 ﾐ
くじら組 山本一力／著 ﾔﾏ
クジラと生きる－海の狩猟、山の交換－
(中公新書　1457)

小島曠太郎／著　江上幹幸／
著

382.2 ｺ

クジラと日本人－食べてこそ共存できる
人間と海の関係－(プレイブックスインテリ
ジェンス)

小松正之／著 664.9 ｺ

クジラと日本人の物語－沿岸捕鯨再考－ 小島孝夫／編 664.9 ｸ
くじら取りの系譜－概説日本捕鯨史－(長
崎新聞新書　001)

中園成生／著 664.9 ﾅ

クジラの海 岩合光昭／著 748 ｲ
鯨の王(文春文庫　ふ28-1) 藤崎慎吾／著 B ﾌｼﾞ
クジラの彼 有川浩／著 ｱﾘ
クジラの来る海 景山民夫／[著] ｶｹﾞ
鯨の自然誌－海に戻った哺乳類－(中公
新書　1072)

神谷敏郎／著 489.6 ｶ

クジラの死体はかく語る 荻野みちる／著 489.6 ｵ
クジラの世界(「知の再発見」双書　14) イヴ・コア／著　高橋啓／訳 664.9 ｺ
鯨の哭く海 内田康夫／著 ｳﾁ
クジラ博士のフィールド戦記(光文社新書
1008)

加藤秀弘／著 489.6 ｶ

鯨人(集英社新書　0578　集英社新書ノン
フィクション)

石川梵／著 664.9 ｲ

くじら日和 山本一力／著 914 ﾔﾏ
巨鯨(くじら)岬 小川竜生／著 ｵｶﾞ
クジラ物語(動物写真集) ジェームス・ワット／写真　藤原

幸一／文
489.6 ﾜ
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クジラ論争!(岩波ブックレット　No.296) 岡島成行／編 664.9 ｸ
クジラは潮を吹いていた。 佐藤卓／著 674.3 ｻ
クレープを二度食えば－自選短篇集－(ち
くま文庫)

とりみき／著 726.1 ﾄ

芸人同穴 難波利三／著 ﾅﾝ
鯨類海産哺乳類学　第3版 加藤秀弘／著　中村玄／著

服部薫／著
489.6 ｹﾞ

鯨は国を助く－箸を持った憂国の士が語
る－

小泉武夫／著 664.9 ｺ

煙る鯨影 駒村吉重／著 664.9 ｺ
元禄の鯨－「鯨分限」太地角右衛門異聞 浜光治／著 289.1 ﾀｲ
ここまでわかったイルカとクジラ－実験と
観測が明らかにした真の姿－(ブルーバッ
クス　B-1108)

村山司／著　笠松不二男／著 489.6 ﾑ

サイエンス・ミレニアム 立花隆／著 404 ﾀ
塩の水のほとりで アンジェラ・バーク／[著]　渡辺

洋子／訳
933 ﾊﾞｸ

シロナガスクジラ(かがくのとも　585号) 加藤秀弘／ぶん　大片忠明／ ｲｷ E ｵｵ
Sweet Blue Age 有川浩／著　角田光代／著

坂木司／著　桜庭一樹／著
日向蓬／著　三羽省吾／著
森見登美彦／著

ｽｳ

世界の野生動物　[9](Time life library)　ク
ジラ イルカ アザラシ

482 ｾ 9

世界文学全集　3-06　短篇コレクション　2 池澤夏樹／個人編集 908 ｾ 3-6
全集日本の食文化　第4巻　魚・野菜・肉 芳賀登／監修　石川寛子／監 383.8 ｾﾞ 4
脱線たいむましん奇譚 横田順弥／著 ﾖｺ
狸汁－銀次と町子の人情艶話－ 柴田哲孝／著 ｼﾊﾞ
チコちゃんに叱られる－Don't sleep
through life!－

NHK「チコちゃんに叱られる!」
制作班／編

NY ｶﾄ

チコちゃんに叱られる－Don't sleep
through life!－(ワンダーライフスペシャル)

NHK「チコちゃんに叱られる!」
制作班／編

NY ｶﾄ

月待ちの恋(春話二十六夜) 坂東真砂子／著 ﾊﾞﾝ
動物大百科　2　海生哺乳類－クジラ・イ
ルカ・アザラシ・ジュゴンほか－

480.8 ﾄﾞ 2

鳥羽山鯨類コレクション－東京海洋大学
所蔵鯨類骨格標本の概要－

加藤秀弘／編　荒井一利／編
中村玄／編　内田詮三／編

489.6 ﾄ

夏のくじら 大崎梢／著 ｵｵ
ニタリクジラの自然誌－土佐湾にすむ日
本の鯨－

加藤秀弘／編著 489.6 ﾆ

にっぽん・海風魚旅　2　くじら雲追跡編 椎名誠／著 915 ｼｲ 2
日本人のクジラ学 梅崎義人／著 489.6 ｳ
日本の童話名作選　戦後篇(講談社文芸
文庫　こJ22)

講談社文芸文庫／編 B ﾆﾎ

日本捕鯨史話－鯨組マニュファクチュア
の史的考察を中心に－(教養選書　83)

福本和夫／著 664.9 ﾌ

日本はなぜ世界で一番クジラを殺すのか
(幻冬舎新書　ほ-1-1)

星川淳／著 664.9 ﾎ

白人はイルカを食べてもOKで日本人は
NGの本当の理由(講談社+α 新書　567-

吉岡逸夫／[著] 664.9 ﾖ

ビジュアル博物館　第46巻　鯨－海のさ
まざまな哺乳類たちの世界を探る－

リリーフ・システムズ／訳 033 ﾋﾞ 46

ピーター・パン探し 阪田寛夫／著 ｻｶ
ビッグブルー－The world of whales &
dolphins－

水口博也／著 489.6 ﾐ
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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－(光文社
新書　315)

佐藤克文／著 481.7 ｻ

放埒の人 沢野ひとし／著 ｻﾜ
捕鯨　1(ものと人間の文化史　120-1) 山下渉登／著 664.9 ﾔ 1
捕鯨　2(ものと人間の文化史　120-2) 山下渉登／著 664.9 ﾔ 2
マッコウクジラの自然誌－<大マッコウ>て
んまつ記－

加藤秀弘／[著] 489.6 ｶ

緑の影、白い鯨 レイ・ブラッドベリ／著　川本三
郎／訳

933 ﾌﾞﾗ

無声映画のシーン フリオ・リャマサーレス／著　木
村榮一／訳

963 ﾘﾔ

森と氷河と鯨－ワタリガラスの伝説を求
めて－

星野道夫／著 295.3 ﾎ

野生の記憶 本山賢司／著 ﾓﾄ
夢うつつ あさのあつこ／著 ｱｻ
リヴァイアサン－クジラと蒸気機関－(新
☆ハヤカワ・SF・シリーズ　5001)

スコット・ウエスターフェルド／
著　小林美幸／訳

S 933 ｳｴ

歴史と文化探訪日本人とくじら－尾張 伊
勢・志摩 熊野 紀州 摂津・播磨 瀬戸内

小松正之／著 664.9 ｺ

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　吉田利子／訳

491.3 ｵ

合計81冊


