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第７回 個性づくりテーマ展示 
 

犬との生活 
～もっと仲良く～ 

 

展示期間 ６月３０日～８月２９日 

展示場所 南台図書館２階 展示コーナー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

中野区立南台図書館 

０３－３３８０－２６６１ 

 
 

犬は私達にとって一番身近な動物ではないでしょうか。 

既に家族の一員となっているご家庭もあることでしょう。 

今回の展示では、犬の習性を知り上手に付き合っていく上で参考となる

資料を集めてみました。 

あなたも犬との幸せなひとときを過ごしてみませんか。 

展示資料は貸し出しもできます。 
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犬は飼い主に、色々な方法でメッセージを送ってきます。例えば、ぺろりと鼻をなめてみたり、

においをかいでみたり、こっちを見つめてきたりと方法は様々です。 
そして、こういったメッセージには二つのタイプが存在します。一つは相手に伝えたい意図的

なメッセージ。もう一つは、不調を訴えるなど、無意識に送るメッセージです。このメッセージを

「単なる」しぐさや行動で終わらせないように努力することで、犬と飼い主の間に、共通言語が生

まれ、より深い関係を築くことができます。 

しぐさ・行動でわかる 
犬の気持ち 

 目を見つめてくるのはなぜ？ 
 

犬の世界でじっと目を見つめるのは、相手を脅す時や威嚇する時です。飼い主などの親しい

間柄では、相手へ好意を伝えています。 

 しっぽを振るのは、うれしい時？ 

（（

 
犬がうれしい気持ちを表す時、しっぽは少し下向きになります。そして腰を少し落として、円 

を描くように振るのがうれしい時です。逆に、しっぽを立てしっぽの先だけを小刻みに振っている

時は、警戒している証拠。こんな時は近づかないようにしましょう。 
また、散歩などでよその犬を触る時は、飼い主が見守っている時にしましょう。犬は、突然頭

の上に手が来ることを嫌がります。そのため、犬がびっくりして飛びついて来たりすることも考え

られます。 

 チャイムや来客に吠える 
 

吠え癖は、ものごとに対する犬なりの解釈と、経験によるものです。吠える理由は様々で、防

衛本能や警戒心から吠える犬もいれば、来客を主人に知らせている場合もあります。対処法と

しては、普段からチャイムの音を聞かせて慣らし、「チャイム音＝警戒」という関連性を弱める方

法があります。 

 散歩の時リードをひっぱるのは？ 
 

散歩の時リードを引っ張るのは、犬が「自分がリーダーだ」と思い込んでいるためです。 
リードを引っ張られないようにするには、犬にリーダーは飼い主であると認めさせることです。 
そのためには散歩をせがまれて行くのではなく、飼い主が散歩に連れ出すことや、散歩の最中

は飼い主が道を決めることが重要です。また、普段から「待て」、「ふせ」などの命令に従わせる

ことも効果があります。 
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 こんな時は不調のサイン！ 
愛犬の調子がいつもと違うと思ったら、要注意です。 

人間と違い、犬は体の不調を隠そうとする習性があります。 
以下のような様子が見られたら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。 
 

【痩せる】 
食べる量は変わらないのに痩せていくのは

病気の可能性が高いです。 
逆に病気によって太ることもあります。 

【呼吸が荒い】 
運動直後でもなく、暑さが原因でもない時

に呼吸が荒いのは要注意。 
犬は呼吸障害を起こすと、体温調節もでき

なくなります。一刻を争う場合もあるので、

早急に動物病院へ。 

【元気がない】 

 しつけはどうする？ 
しつけをする時に大切なことは、正しくほめること、叱ることです。いくらほめても犬が喜ばない

時は、犬が、ほめられているのか叱られているかちゃんと理解できていない時です。 

ほめるときの基本 

元気がない、しょんぼりしている、ぐ

ったりしているといった全体的な違

和感も立派な病気のサインです。 

叱る時の基本 

【触るのを嫌がる】 
普段は平気なのに、抱き上げたり、

特定の場所を触ったりすると嫌がる

なら、病気や怪我をしている可能性

があります。 
その他の動きや歩き方なども観察し

て、獣医に伝えましょう。 

 
 いつも同じ言葉でほめて、同時に体を 

なでる。 
犬は言葉を理解できません。家族が多

い場合には言葉を統一すると良いでしょ

う。 
 

 笑顔でほめる 
犬は飼い主の顔をよく見ています。 
つまらなそうな顔をしていると、「あれ？

うまくできなかったかな？」と勘違いして

しまいます。 
 

 

 
 ほめる時同様、叱る言葉を決めておく。 

「ダメ」、「コラ」など短い言葉の方が早く

覚えやすいでしょう。 
 

 叱ると同時に、犬が嫌がることを一緒に

行う。 
嫌がることといっても、暴力はいけませ

ん。 
例えば、大きな音を立てたり、水をかけ

たりします。この時、「ダメ」と叱る人とは

別な人で、姿を見られないようにしましょ

う。犬に「ダメ」という言葉と共に嫌なこと

が起こると学習させるのです。 

参考文献 
『犬語の教科書』 池田書店 2011 年 
『面白いほどよくわかる犬の気持ち』 日本文芸社 2009 年 
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面白いほどよくわかるイヌの気持ち ６４５．６ オ 
藤井 聡監修 日本文芸社 ２００９年 
 
ペットを飼っているとかわいいしぐさで癒されることが多いですが、人間の思い込みや勘違

いで、本当の気持ちが分かっていないこともあるようです。例えばしっぽを振っている時はい

つも喜んでいると思っていませんか？ 
 
○ 警戒している時と喜んでいる時はしっぽの振り方が違う 
○ 飼い主の体に脚を乗せるのは自分の方が優位だという意味なので、必ず振り払うように

する 
○ 前脚で顔をかくのは不満がある時、嬉しい時は後脚で顔をかく 
こんなこと知っていました？ 
 
犬の表情・しぐさ・行動から分かる本当の気持ちを理解することによって、正しいしつけやよ

り楽しい時間が持てるようになるといいですね。 

君と一緒に生きよう ６４５．６ モ 
森 絵都著 毎日新聞社 ２００９年 
 
 
「愛がなくては始まらない。愛だけでは守れない。」 
ペットブームと言われて久しいですが、飼っていたペットを自分の勝手な都合で捨てる人が

いることも現実としてあります。捨てられた彼らはその後、保健所で殺処分されるという運命

をたどります。そんな動物達が保健所に連れて行かれる前に、保護する活動をしているボラ

ンティアの人々の話です。劣悪な環境の中にいて、けがをしていたり、病気があったりするこ

とも多い動物達の世話をして、新しい飼い主を探したり、その飼い主達のフォローをしたりし

ています。新しい飼い主と巡り合って幸せになっていく犬達は、それでもほんのひとにぎりに

すぎません。生物を飼うということは、その命と最後まで向き合って責任を持つということだと

いう最も基本的なことを考えさせてくれる 1 冊です。 



 

  
 

4  リストに載っていない資料もありますので、棚をご覧ください。 

展示リスト 

＊愛犬の「困った！」を 

どんな風に接したらいいのかな 

＊ねこの幸せ いぬの幸せ ６４５．６ イ 
今泉 忠明著 素朴社 2009 年 
 
＊犬の病気がよくわかる本 ６４５．６ イ 
小暮 規夫監修 実業之日本社 2008 年 
 

＊理想の犬
ス ー パ ー ド ッ グ

の育て方 ６４５．６ コ 

スタンレー・コレン著 文芸春秋 2008 年 
 
＊ワンちゃんフード完全マニュアル ６４５．６ ハ 
羽尾 健一著 実業之日本社 2010 年 
 
 

 

＊作ってあげたい！ うちの愛犬
ワ ン コ

服 ５９４ イ 

犬丸 ロミ著 グラフ社 2009 年 

少し特別な日へ挑戦 

 
＊イヌの行動 ６４５．６ ホ 
堀 明著 ナツメ社 2008 年 
 
＊犬のしつけきちんとブック ６４５．６ ヤ 
矢崎 潤著 高橋書店 2007 年 
 
＊老犬の飼い方 ６４５．６ ロ 
 村中 志朗監修 主婦の友社 2008 年 

 

＊名医ジャスティン ６４５．６ イ 
生長 豊健著 講談社 2008 年 
 
＊犬 ６４５．６ イ 
クラフト・エヴィング商会（他）著 中央公論新社 
2009 年 
 
＊Ｗｅｌｃｏｍ！！ ポチちゃん御一行様！！６４５．６ ウ 
犬と泊まれるペンションオールドイエロー編著 
講談社出版サービスセンター 2004 年 
 
＊マーリー ６４５．６ グ 
ジョン・グローガン著 早川書房 2006 年 
 

こんなお話知っていますか 

藤井 聡著 日本文芸社 2008 年 

 
＊愛犬・本当に困った時のすぐ効くしつけ！ ６４５．６ フ

カンタンに解決する裏ワザ７７ ６４５．６ フ  
藤井 聡著 青春出版社 2011 年 

 
＊犬と楽しく旅する Q&A ６４５．６ イ 
松井 雪子著 幻冬舎 2005 年 
 
＊東京犬散歩ガイド ６４５．６ シ 
百石 花絵著 オーシャンライフ 2006 年 

成美堂出版編集部編集 成美堂出版 2008 年 
＊手作りがかわいいイヌの服 ５９４ テ 

 
＊１日でできちゃうプードル服 ５９４ ク 
楠 ひとみ著 講談社 2009 年 
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犬との暮らしについて、より知識を深めたい方もいらっしゃると思います。 
ここでは、犬との暮らしについての資料・情報の調べ方を紹介します。 

１． 情報検索のキーワード 

犬との暮らしについて調べる際に幾つかのキーワードがあります。 
これらを使うことで、より効率的な調べ方ができます。 
 
 
 

２． 基本的な情報を調べる 

(ア) 用語・データを調べる 

資料情報 請求記号 所蔵館  

世界大百科事典      
０３１ セ ３４ 南台図書館 

平凡社 2009 年     

現代用語の基礎知識 ２０１２   
０３１ ゲ １２ 南台図書館 

自由国民社 2012 年   

日本と世界の愛犬図鑑 ２０１２   
６４５．６ フ １２ 江古田図書館 

藤原 尚太郎編著 辰巳出版 2011 年 

 
(イ) テーマの棚を調べる 

分野 分類記号 分野 分類記号 分野 分類記号 

犬（動物学） ４８９．５ 犬（飼育） ６４５．６ ペット全般 ６４５．９ 

 
(ウ) 犬との暮らしに関する図書を調べる 

中野区立図書館ホームページの蔵書検索を使って調べる 
→http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 
 

資料情報 請求記号 所蔵館 

犬語の教科書  
６４５．６ イ 南台図書館 

矢島 信一監修 池田書店 ２０１１年  

ペットは人間をどう見ているのか  
６４５．６ ハ 南台図書館 

支倉 槙人著 技術評論社 ２０１０年 

犬との暮らしについて調べてみよう 

犬／ペット／コンパニオンアニマル（伴侶動物）／愛玩動物／小動物／飼育／飼い方／しつけ／

マナー／狂犬病／獣医学／動物愛護管理法／アニマルセラピー／ペットロス 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/


わかりやすい愛犬のしつけとマナー 
６４５．６ ワ 南台図書館 

矢崎 潤監修 成美堂出版 ２０１０年 

 
 （中野区未所蔵の場合） 東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す 

→http://www.library.metro.tokyo.jp/ 
         

(エ) 雑誌・新聞を探す 
雑誌を探す→「ｗａｎ」（ペットライフ社） （中央図書館） 
    「ＯＮＥ ＢＲＡＮＤ」（ＯＮＥ ＢＲＡＮＤ） （中央図書館） 
原紙（朝日・毎日・読売・産経・東京・日経）→南台図書館 1 階新聞コーナーにあります。 
毎日新聞縮刷版→南台図書館２階大型本コーナーにあります。 

 

３． 関連機関のご案内 

 飼い犬の登録・死亡・転居の申請など 
まず犬を飼い始めたら、３０日以内に登録が必要です。（生後９１日以上の犬） 
その他必要に応じて、申請して下さい。 

受付窓口  中野区保健所生活環境分野衛生環境担当  
〒１６４－０００１ 東京都中野区中野２－１７－４ TEL：０３－３３８２－６６６２ 

 
中野区役所戸籍住民分野  
〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野４－８－１ TEL：０３－３２２８－８８１８ 

 
      南部すこやか福祉センター  

〒１６４－００１３ 東京都中野区弥生町２－４１－２ TEL：０３－３３８２－１７５０ 
 

南中野地域事務所  
〒１６４－００１４ 東京都中野区南台３－６－１７ TEL：０３－３３８２－１４５７ 

 
 狂犬病予防注射 

毎年１回、４月１日～６月３０日までの間に受けさせることが必要です。（生後９１日以上の犬） 
受付窓口  中野区保健所生活環境分野衛生環境担当 
 

 飼い犬が人を噛んだ時 
２４時間以内に、保健所へ届け出を出す必要があります。また、噛んだ後４８時間以内に犬が狂犬病にか

かっていないかの検診が必要です。 
受付窓口  中野区保健所生活環境分野衛生環境担当 

 
 飼い犬が迷子になってしまった時 

周囲にチラシを貼る際は、許可が必要な場合もあります。まずは相談センターや、近くの保健所・警察署に

問い合わせてみましょう。 
受付窓口  中野区保健所生活環境分野衛生環境担当 
 

東京都動物愛護相談センター http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/ 
〒１５６－００５６ 東京都世田谷区八幡山２－９－１１ TEL：０３－３３０２－３５０７ 

  
☆中野区公式HPからも確認ができます→http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 
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2012 年 6 月 30 日作成

中野区立南台図書館

http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/


 

南台図書館からのお知らせ  
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「たなばた」おはなし会 

たなばたや夏にちなんだ絵本や紙芝居の読み聞かせをします。 

短冊も用意しますので、願い事を書きに来てください。 

この時期当館の児童室には、大きな笹竹が登場します。 

みんなで短冊を笹に飾りましょう！！ 

日時：２０１２年７月７日（土） 午後３時～４時 

会場：南台図書館 ２階 おはなしのへや 

対象：小学校低学年位まで 

定員：２０名 

申込：不要。直接会場までお越しください。 

たなばたって？ 
 
現代に伝わる“たなばた”のお話のベースは、中国から伝わ

ったものです。 
例えば主人公彦星は、中国では「牽牛」とも呼ばれていま

す。彦星は牛をひいて畑を耕すのが仕事ですが、ここに名残

が見えます。 
違いと言えば、日本では雨が降ると彦星と織姫は天の川を

渡れないため、その年は会えないと言います。中国では、雨

が降っても白鷺達が二人のために橋渡しをするので会えると

いうパターンがあります。 
日本の二人も空の上で会えていると良いですね。

８月４日（土）には「戦争と平和」のおはなし会（１５時～１５時３０分）を予定しています。 

こちらもどうぞお楽しみに！ 


