
 

南台図書館ふれあい便 

第２１便 
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人の生活において、ペットは非常に大きな役割を担ってい

ます。今回はペットの中でも特に人と身近な存在である「ね

こ」について、特性、飼い方、可愛がり方などを資料ととも

にご紹介していきます。 

         中野区立南台図書館   

03-3380-2661 

 第２1回個性づくりテーマ展示 

 ね こ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

～人とのつながり～ 
 

 

 

 

    

～特性～ 
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・従順で飼い主によく馴れるが、犬と比べて主人絶対ではなく、むしろ自己中心的にみえま

す。 

・走るもの、動くものを追う、つかまえる、遊ぶ、なぶるなどの習性があります。 

・獲物を見張り、根気よく待ち、忍び寄り、また退ぞき、一瞬の動作で捕えます。 

・警戒心が強く、自己のナワバリを主張し、守ります。 

・群棲するより、どちらかといえば孤独を好みます。 

・キレイ好きで、からだや居場所を汚しません。 

・拘束されることを嫌います。 

 

ねこが人に飼われるようになったのは、農耕が開始されたころといわれています。農耕が開

始され集落が出現した時期の中東周辺で、山野でネズミやノウサギを追っていたネコが、ネズ

ミが数多く集まる穀物の貯蔵場所に現れ、棲みついたのが始まりと考えられています。 穀物

には手を出さず、それを食害する害獣、害虫のみを捕食することから、大切にされるようにな

り、やがて家畜化に繋がったようです。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E8%90%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%83%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B3%E7%8D%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B3%E8%99%AB


～飼い方・可愛がり方～ 

 

  猫は犬とは違い、警戒心も強く、またとてもマイペースで、自分の気が向かないときはかまってくるのを

嫌がることもあります。 

猫の性格によっても違ってきますが、猫と仲良くなるのは時間がかかりそうです。しかし猫も寂しがり

屋で、人の愛情をいっぱいに受けるのは嬉しいですし、甘えたいときもあります。猫と仲良くなるには、

猫の方から興味を示してきたとき、甘えたがっているときを見極め、その時に思いっきり可愛がってあげ

るようにしましょう。 
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 エサをあげる 

エサをあげる時も、名前を呼んでからあげるなど声をかけてあげましょう。 

ただし猫の健康を考えて、あげすぎには注意してくださいね。 

 遊んであげる 

猫は遊ぶのが大好きで、人と遊ぶことも大好きなのです。ひとり遊びでは出来ない複雑な動きが出

来るからです。 

猫が遊びたがっているときは、猫の興味をそそるようなおもちゃや動きで、思いっきり遊んであげまし

ょう。 

 声のトーンを変える 

猫はとても賢い動物で、自分の名前だったり、いくつかの単語だったりは覚え、聞き分け、理解するこ

とができます。ほとんどは人の雰囲気や表情などで判断するのです。 

この時猫にとって一番わかりやすい判断材料となるのは、人の声のトーンです。 

猫自身と同じように、高い声で話しかけるとご主人様はご機嫌が良いのだと安心したり、愛情表現だ

と受け取ったりします。また叱るときには低い声で叱るようにして、声のトーンを使い分けるようにしまし

ょう。 

 
 なでてあげる 

猫は甘えたいときは顔や体をこすりつけてきたりします。そんな時はいっぱいなでてあげましょう。 

特に、あごの下、頭、耳の後ろ、ほっぺから首すじ…などの辺りをなでてもらうのが大好きですよ。 



≪おすすめ本≫                     
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『猫語の教科書-共に暮らすためのやさしい提案』 

野澤 延行/監修  池田書店   

タイトルから猫の言葉がわかる本なのかな、と思われるかもしれ

ませんが、猫を知るためのヒントであり、内容的には「ねこを飼う、

一緒に暮らすための心構えと共に、やらなくてはいけない事、気を

つけるべき事等」初めてネコと暮らす際に必要な準備や心構えをア

ドバイスしてくれる本です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

『みんなの猫式生活  全国アンケート! リアルな  

猫暮らし、覗いてみました』 

加藤 由子/監修   誠文堂新光社 
 

猫の飼い主さんの生の声が載っていますよ。猫のあんなことで

悩んでいるんだな、こんなことに驚かされるんだな、と新たな発見

があるでしょう。猫を飼っている人はもちろん、飼っていない人にも

面白く読めると思います。 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E9%87%8E%E6%BE%A4+%E5%BB%B6%E8%A1%8C&search-alias=books-jp&text=%E9%87%8E%E6%BE%A4+%E5%BB%B6%E8%A1%8C&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E5%8A%A0%E8%97%A4+%E7%94%B1%E5%AD%90&search-alias=books-jp&text=%E5%8A%A0%E8%97%A4+%E7%94%B1%E5%AD%90&sort=relevancerank


【展示リスト】 

書名 著者名 出版社名 出版年 

猫が教えてくれた大切なこと フェリシモ猫部 あさ出版 2014 

うちの猫のキモチがわかる本  加藤 由子／監修 
学研パブリッシン

グ 
2014 

まるごとわかる猫種大図鑑 早田 由貴子／監修 
学研パブリッシン

グ 
2014 

猫の急病対応マニュアル 佐藤 貴紀（他） 鉄人社 2014 

毛柄がいっぱい！ねこのきもち ねこのきもち特別編集 
ベネッセコーポレ

ーション 
2012 

猫語辞典 今泉 忠明／監修 
学研パブリッシン

グ 
2014 

世界でいちばん、ねこが好き!  猫大好き研究会／編 日本文芸社 2014 

はじめての猫との暮らし方 猫びより編集部／編 日東書院本社 2014 

猫と一緒に暮らす女の子のための

飼い方ブック 
関 由香 

メディアファクトリ

ー 
2014 

いちばんやさしい! ネコの気持ちが

わかる本 
石丸かずみ 宝島社 2014 

猫の寿命をあと２年のばすために 服部 幸 
トランスワールド 

ジャパン 
2014 

かわいい子猫を育てる本 白岩千鶴子／監修 
学研パブリッシン

グ 
2013 

ネコ学入門 クレア・ベサント／著 築地書館 2014 
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http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A2%E7%8C%AB%E9%83%A8&search-alias=books-jp&text=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A2%E7%8C%AB%E9%83%A8&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%A1%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%B7%A8%E9%9B%86&search-alias=books-jp&text=%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%A1%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%B7%A8%E9%9B%86&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E4%BB%8A%E6%B3%89+%E5%BF%A0%E6%98%8E&search-alias=books-jp&text=%E4%BB%8A%E6%B3%89+%E5%BF%A0%E6%98%8E&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%8C%AB%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8D%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A&search-alias=books-jp&text=%E7%8C%AB%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8D%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%8C%AB%E3%81%B3%E3%82%88%E3%82%8A%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8&search-alias=books-jp&text=%E7%8C%AB%E3%81%B3%E3%82%88%E3%82%8A%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E9%96%A2+%E7%94%B1%E9%A6%99&search-alias=books-jp&text=%E9%96%A2+%E7%94%B1%E9%A6%99&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/%E7%9F%B3%E4%B8%B8%E3%81%8B%E3%81%9A%E3%81%BF/e/B00NRL3Y0W/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qsd=true&ptk=01&author=%E6%9C%8D%E9%83%A8+%E5%B9%B8
http://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qsd=true&ptk=01&publisher-key=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3
http://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qsd=true&ptk=01&publisher-key=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%99%BD%E5%B2%A9%E5%8D%83%E9%B6%B4%E5%AD%90&search-alias=books-jp&text=%E7%99%BD%E5%B2%A9%E5%8D%83%E9%B6%B4%E5%AD%90&sort=relevancerank


「ねこ」について 

1.情報検索のキーワード 

 

猫 ペット 愛猫  猫語 毛柄 猫種 パートナー 猫毛 猫学 動物愛護 

 

 

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  平凡社  031 セ  南台図書館 

現代用語の基礎知識 2012 

自由国民社  

 

031 ゲ 12 

 

 

南台図書館 

 

新猫種大図鑑  645.7 フ 中央図書館他 

 

(イ) テーマの棚を調べる 

分類記号 分野 分類記号 分野 分類記号 分野 

489.5 猫（動物学） 645.7 猫（飼育） 645.9 ペット全般 

 

(ウ) ねこ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 

ネコの動物学  
645.7オ 南台図書館 

大石 孝雄／著 東京大学出版会 2013年  

ひとり暮らしで猫を飼う 
645.7ゾ 南台図書館 

造事務所／編著 青樹社 2001年  

最新くわしい猫の病気大図典 
645.7サ 南台図書館他 

小方 宗次／編 誠文堂新光社 2009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/ 
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http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www.library.metro.tokyo.jp/


 

(エ) 雑誌・新聞を探す 

雑誌を探す→『猫びより』（辰巳出版）（東中野図書館） 

        『ねこのきもち』（ベネッセコーポレーション）（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１階カウンター横にあります。 

 

3．関連機関のご案内 

 

中野保健所 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/402000/d002555.html 

   〒164-0001 東京都中野区中野二丁目 17番 4号  TEL03-3382-6661 

 

窓口受付時間 

月曜日から金曜日までの午前 8時 30分～午後 5時までです。 

休業日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日）です。 

 

東京都動物愛護相談センター 収容動物情報 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/ 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/index.html （動物愛護のページ） 

（本所） 

〒156-0056 世田谷区八幡山二丁目 9番 11号 TEL 03-3302-3507 FAX 03-3329-2647 

             

（多摩支所） 

〒191-0021 日野市石田一丁目 192番地の 33  TEL 042-581-7435 FAX 042-584-8012 

  

（城南島出張所）  

〒143-0002 大田区城南島三丁目 2番 1号      TEL 03-3790-0861 FAX 03-3790-8218 

23区内のお問い合わせについては本所に、多摩地域のお問い合わせについては多摩支所にご連絡くだ

さい。 

受付時間 

（電話）平日午前 8時半から午後 5時 45分 

※城南島出張所は午前 9時から午後 5時 45分まで 

（窓口）平日午前 9時から午後 5時 

 

 

中野区のホームページにも「猫の飼い方、地域でのつき合い方」が掲載されています。 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d001760.html 
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中野区立南台図書館 

2014年 11月 1日発行 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/402000/d002555.html
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.awic-tokyo.jp%2Fcat&ei=cFYqVIXBMcG48gWmmYD4CQ&usg=AFQjCNHPkKlnWSm8IOW3WYIKOsn1sePkVg
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/index.html
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d001760.html


南台図書館からのお知らせ 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

☆「クリスマスおはなし会」のお知らせ 

            日時：12月 20日（土曜日）午後 3時～4時 

            場所：南台図書館 2階 おはなしの部屋 

            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。 

            クリスマスの本の読み聞かせや工作を行ないます。 

            楽しみにしていてね。 

 

 ☆特別のお休みのおしらせ☆ 

11月 21日～24日は貸出ができません 

（図書館の中で本は読めます） 

11月 22日（土）午後 3時からのおはなし会は 

あります！ 

11月 25日～30日は図書館はお休みです 

 

東中野図書館では『動愛法』（動物の愛護及び管理  

に関する法律）について個性展示のコーナーを行なっ 

ています。ぜひ、そちらもご覧になってください。 

 


