
パスファインダー（調べ方案内） 
※パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した 「情報探索の道しるべ」です。 

1 

 

「動物」についての資料・情報の探し方をご案内します。参考にしてください。 

 

１．関連するキーワード 

特定のテーマの情報を探す場合、事前に調べたい事柄のキーワードを決めてから調査を始めると、効率よく

情報を集められます。 

 

 

 

 

 

２．入門的な情報源 

動物について基本的な事項を調べることができます。 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『動植物・ペット・園芸レファレンスブック』 

（日外アソシエーツ,2011） 

R460.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『原色日本哺乳類図鑑』（保育社,1978） R489 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『オックスフォード動物学辞典』（朝倉書店,2005） R480.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『新日本動物図鑑 上・中・下』（北隆館,1965）  R480.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『日本動物大百科 1-10、別巻』（平凡社,1996） 

＊日本に生息する動物のみ 

R482.1 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『世界動物大図鑑』（ネコ・パブリッシング,2004） R480 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『世界哺乳類名検索辞典 和名編・学名編・英名編』 

（原書房,1993） 

R489 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『動植物名よみかた辞典』（日外アソシエーツ,1991） R460.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『動物 1.4万名前大辞典』（日外アソシエーツ,2009） R480.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

 

３．図書を探す 

３－１．テーマの書架に行って探す 

以下の場所では、テーマに関連する一般図書を探せます。 

所蔵館・配架場所―分野（請求記号） 

千代田・開架 12の棚 ― 動物学（480）昆虫類（486）魚類（487）鳥類（488）畜産業（640）ペット（645） 

３－２．検索機（OPAC)で蔵書を調べる 

館内の検索機（OPAC）や千代田区立図書館ホームページ http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/ 

を使って書名やキーワードなどで検索してみましょう。 

《キーワード「動物」「保護」を使用して検索した一例》 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『日本の犬猫は幸せか』（集英社,2015） 645.6 千代田・開架 棚番号 新書 

千代田区立図書館の所蔵の有無や、請求記号、配架場所、「貸出中」など資料の状態がわかります。 

～動物について調べる～ 

 

動物/動物学/生物/生物学/哺乳類
ほにゅうるい

/爬虫類
はちゅうるい

/両生類/鳥類/魚類/甲殻類
こうかくるい

/ 

動物の名称（イヌ、ネコ、トリ、ヘビなど）/絶滅
ぜつめつ

危惧
き ぐ

種
しゅ

/飼育/ペット/動物保護 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151352233
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=104463963
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=150015306
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151273305
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=101720608
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=105289797
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151330727
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151323176
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151074473
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=101785920
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３－３．他の図書館の蔵書を調べる  

■「東京都立図書館統合検索」 http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/index.php?action=pages_view_main 

都内区市町村立図書館の蔵書を調べられます。 

■「国立国会図書館サーチ」 http://iss.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館や都道府県立図書館、政令指定都市立図書館（一部）の蔵書を調べられます。 

 

３－４．国内で刊行されている図書を調べる 

■「日本書籍総目録 Books.or.jp」 http://www.books.or.jp/ 

国内で発行され、現在入手可能な図書を収録した検索サイトです。既刊分約 96万点（2015年 10月現在）が

収録されています。 

 

４．テーマごとに調べる 

各テーマについて調べる際には、以下の資料が役立ちます。 

４－１.文献を調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『動物レファレンス事典』（日外アソシエーツ,2004） R480.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『動物・動物学の本全情報 45/92』 

(日外アソシエーツ,1993） 

R480.3 日比谷・参考図書 (貸出禁止)  

2 階参考図書 1 

 

 ４－２.特徴から調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『アニマルトラック&バードトラックハンドブック』

（自由国民社,2010） 

481.7 千代田・開架 棚番号 12 

『動物の「跡」図鑑』（文溪堂,2009） 03 千代田・児童 

 

 ４－３.絶滅危惧種を調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『絶滅危惧種図鑑レファレンス事典』 

（日外アソシエーツ,2012） 

R462 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『世界の絶滅危惧生物図鑑 IUCN レッドリスト』 

（丸善出版,2014） 

R460.3 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『絶滅危惧の動物事典』（東京堂出版,2008） R482.1 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『野生動物保護の事典』（朝倉書店,2010） R480.9 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『絶滅哺乳類図鑑』（丸善,2011） R457.8 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 7 

『干潟の絶滅危惧動物図鑑』（東海大学出版会,2012） 481.7 千代田・開架  棚番号 12 

 

４－４．法令について調べる 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『ペットの法律相談』（青林書院,2016） 645.6 千代田・開架  棚番号 12 

 

 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/index.php?action=pages_view_main
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.books.or.jp/
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=105737225
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151330497
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151330497
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151225915
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151225915
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151035764
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151474856
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151474856
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151474856
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151019353
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151136674
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151238709
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=151433209
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=150095502
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５．インターネットで探す 

 ５－１．関連資料を探す 

■「(公財)東京動物園協会／上野動物園資料室」 http://www.tokyo-zoo.net/library_help/services.html 

動物及び動物園に関する専門書、一般書、学術雑誌、普及雑誌がご覧いただけます。 

■「日本動物園水族館協会」http://www.jaza.jp/index.html 

  日本全国 151の動物園と水族館のどこに、どのような動物が飼育されているか調べることができます。動物

調査に役立つリンク集も掲載されています。 

 

 ５－２．動物の特徴から探す 

■「コーネル大学鳥類学研究所マコーレー図書館」http://macaulaylibrary.org/（英文） 

約 15万点の動物の鳴き声を聞くことができます。 

■「インターネット図鑑『自然界』」http://www.knowledgelink.co.jp/services/index.html 

  名前が分からなくてもシルエットや生息域から調べることができます。一部会員登録が必要です。 

 

 ５－３．絶滅危惧種を調べる 

■「環境省」 レッドリスト http://www.env.go.jp/press/101457.html 

日本に生息、生育する動物の最新版絶滅の恐れのある動物のリストがご覧いただけます。 

■「ICUN（国際自然保護連合）」レッドリスト http://www.iucnredlist.org/（英文） 

  世界の動物の最新版絶滅の恐れのある動物のリストがご覧いただけます。 

 

 ５－４．法令・統計について調べる 

■「環境省」https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html 

動物に関する法律（「動物愛護管理法」「ペットフード安全法」等）や統計(「犬・猫の引取り及び負傷動物

の収容状況」「特定動物の飼養保管状況（都道府県・指定都市）」等)がご覧いただけます。 

■「農林水産省」http://www.maff.go.jp/aqs/tokei/toukei.html 

動物検疫統計、ペットフード産業実態調査等の統計資料やペットフードの安全法、獣医関係の法令について

ご覧いただけます。 

■「アニコム家庭動物白書」2009-2016  https://www.anicom-page.com/hakusho/book/ 

アニコム損保「どうぶつ健保」の保険金支払い実績を基に、犬や猫を中心に飼育頭数推移、平均寿命や疾患

統計がご覧いただけます。 

■「一般社団法人ペットフード協会」http://www.petfood.or.jp/data/index.html 

全国の犬や猫の飼育実態調査と、ペットフード市場の流通量調査結果がご覧いただけます。 

 

６．雑誌記事や論文を探す 

６－１．関連する国内刊行雑誌を探す 

書誌情報 請求記号 配架場所 

『雑誌新聞総かたろぐ 2016年版』 

（メディアリサーチセンター,2016） 

R027.5 千代田・参考図書 (貸出禁止) 棚番号 9 

６－２．データベースで雑誌記事や論文を調べる 

■「国立国会図書館 雑誌記事索引」https://ndlopac.ndl.go.jp/ 

  学術雑誌を中心とした国内刊行雑誌の記事を検索することができます。 

http://www.tokyo-zoo.net/library_help/services.html
http://www.jaza.jp/index.html
http://macaulaylibrary.org/
http://www.knowledgelink.co.jp/services/index.html
http://www.env.go.jp/press/101457.html
http://www.iucnredlist.org/
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html
http://www.maff.go.jp/aqs/tokei/toukei.html
https://www.anicom-page.com/hakusho/book/
http://www.petfood.or.jp/data/index.html
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=101867853
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail%5bsid%5d=101867853
https://ndlopac.ndl.go.jp/
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【館内で利用できるオンラインデータベース】 

■「CiNii  Articles/Books」 http://ci.nii.ac.jp/ / http://ci.nii.ac.jp/books/ 

日本の大学、短大、高専図書館等所蔵の総合目録で、図書と雑誌の両方について調べられます。 

■「magazineplus」 http://www.nichigai.co.jp/database/mag-plus.html 

日本最大規模の雑誌記事検索データベースで、どの雑誌に記事が掲載されているか検索できます。 

《検索例》 

 ➣「猫の寿命が 30歳に!?：飛躍する腎臓病の治療、再生医療・細胞治療」（『AERA』，2016年 12月 12日号） 

■「JapanKnowledge」http://japanknowledge.com/library/ 

各種の図鑑や事典類を、横断検索することができます。項目によっては写真や図版も表示されます。 

 

※館内で利用できるオンラインデータベースについては、レファレンスカウンターへお問い合わせください。 

 

７． 類縁機関で探す 

■「東京都福祉保健局」http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/siryou.html 

  東京都の「動物愛護管理推進計画」や、犬・猫の飼育実態調査、動物取扱業実態調査統計等がご覧いただけ

ます。 

■ 「千代田区」https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/dobutsu/neko-inu.html 

  条例本文の他、千代田区の目指す条例の基本理念や区の取り組みがご覧いただけます。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千代田区立千代田図書館サービス 
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http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://www.nichigai.co.jp/database/mag-plus.html
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