
No. タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

1 愛犬の友 誠文堂新光社 隔月刊
各号で犬種特集を組み、しつけや病気に関
する情報、読者からの写真投稿を掲載。ブ
リーダーやペット用品の紹介が豊富。

22巻7号通巻269号
(1973.7)-,欠号あり

2 いぬのきもち
ベネッセコー
ポレーション

月刊

健康、食事、しつけ等、愛犬との生活に関
する総合誌。愛犬の行動から気持ちや性格
を推察する記事が特徴。類誌に『ねこのき
もち』がある。

108号(2011.5)-

3 One Brand One Brand 季刊

殺処分の現状を啓発し、犬を捨てる人を減
らすための、愛犬とのライフスタイル提案
マガジン。終生飼育や保護犬についての情
報を発信。ホームページ上でバックナン
バー（PDF）を公開している。

28巻(2010.7)-

4 Wan 緑書房 月刊

毎号ひとつの犬種を特集するワンテーマス
タイルマガジン。犬種の歴史や特徴、飼い
方やトレーニング、病気に関する情報を掲
載。

26巻5号通巻295号
(2008.5)-

5 BUHI オークラ出版 季刊

フレンチブルドッグ専門誌。フレンチブル
ドックを飼っている人のライフスタイル紹
介や交流会のレポート、読者による愛犬の
写真投稿等を掲載。

1巻1号12号通巻1号
(2009年秋)-

6 Shi-Ba 辰巳出版 隔月刊

柴犬をメインとした日本犬（秋田・紀州・
北海道・四国・甲斐犬）との暮らしの楽し
さや飼い方を紹介する日本犬雑誌。室内飼
いや旅行、ファッション等、現代のライフ
スタイルにあった日本犬との生活を提案す
る。

1巻1号7号通巻1号
(2002.11),10巻4号
59号通巻53号
(2011.7)-

7 ねこのきもち
ベネッセコー
ポレーション

月刊

健康、食事、しつけ等、愛猫との生活に関
する総合誌。愛猫の行動から気持ちや性格
を推察する記事が特徴。類誌に『いぬのき
もち』がある。

72号(2011.5)-

8 猫びより 辰巳出版 隔月刊

ちょっとお洒落な大人のねこマガジン。世
界各地の猫の写真や、共に暮らす人々の記
事やエッセイを掲載。猫に関するグッズや
書籍も紹介している。

6巻3号通巻33号
(2007.5)-

9 うさぎと暮らす
マガジンラン
ド

季刊
うさぎ専門誌。「飼う」のではなく「共に
暮らす」ために、育て方やイベント、グッ
ズを紹介している。

46号(2012年冬)-

10 BTCニュース
軽種馬育成調
教センタ-

季刊
育成・調教の技術に関する情報を多くの人
へ提供し、技術の改善・普及を図る。競走
馬の獣医療等を掲載。『HORSE』の改題。

47号(2002.4)-

11 馬の科学
日本中央競馬
会競争馬総合
研究所

季刊

創刊時は『獣医科学』という名前で、馬の
獣医療に特化した内容だった。現在は馬に
関する幅広い分野の研究レポートや情報を
掲載している。

18巻1号通巻205号
(1981.1)-

★ほ乳類

2014.8

動物に関する雑誌を探す
ペットや家畜、野生動物、害虫まで、私たちの周りには多くの動物が存在しています。動物に関する雑誌には、

そうした様々な動物を扱うものや飼い主・飼育者に向けた情報誌、動物の生態を研究する論文誌等があります。

その中から、現在も刊行が続いている動物（ペットや家畜を含む）に関する雑誌６０誌を、ほ乳類や鳥類といった

分類に分けてリストにしました。どうぞご活用ください。
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12 馬の博物館研究紀要
馬事文化財
団・馬の博物
館

不明
馬に関する様々な調査研究紀要。馬の博物
館で開催した講演会やイベントでの発表を
まとめたものを掲載。

9号(1996.12)-

13 ヒポファイル
日本ウマ科学
会

季刊 馬全般の情報を掲載。 28号(2007.4)-

14
Journal of Equine
Science 【英語】

日本ウマ科学
会

季刊

日本ウマ科学会会員の研究成果を掲載して
国内外に公表するための英文学術誌。『日
本中央競馬会競走馬総合研究所報告』と
『日本ウマ科学会雑誌』の合併。

5巻1号(1994.3)-

15 肉牛ジャーナル 肉牛新報社 月刊
肉牛の市場や飼育、経営についての専門情
報誌。子牛市場の取引状況や枝肉写真・枝
肉市況も掲載。

23巻4号通巻261号
(2010.4)-

16 養豚界 緑書房 月刊
養豚の現場について、飼育（環境・衛
生）、海外、経営、販売等の情報を掲載す
る専門誌。

42巻4号通巻505号
(2007.4)-

17 ねずみ情報
ねずみ駆除協
議会

半年刊
ねずみ駆除協議会機関誌。ねずみ駆除に関
する解説、総説、調査資料、研究報告、随
筆等を掲載。

48号(1997.3)-,欠号
あり

18 鯨研通信
日本鯨類研究
所

季刊
鯨類及び捕鯨に関する調査研究等の情報を
掲載。

76号(1958.1)-

19 Flipper
アイサーチ・
ジャパン

半年刊
アイサーチ・ジャパン会報誌。イルカ・ク
ジラや海の自然を大切にするためのイベン
トやレクチャー等の情報を掲載。

13号(2009年冬)-

20 霊長類研究
日本霊長類学
会

年3回刊
日本霊長類学会研究紀要。霊長類学関する
論文、資料、調査研究報告、書評等を掲
載。

28巻1号(2012.6)-

21 バーダー 文一総合出版 月刊
バードウォッチイングに関する情報を掲
載。「BIRDER.jp」にて2008年以降の総目次
を公開している。『日本の生物』の改題。

5巻6号通巻53号
(1991.6)-，欠号あ
り

22 野鳥 日本野鳥の会 月刊
日本野鳥の会の活動報告や自然保護の最新
情報を紹介している。カラー写真や研究者
の記事を掲載。

18巻2号通巻159号
(1953.3)-

23 私たちの自然
日本鳥類保護
連盟

月刊
鳥類をはじめとする野生生物や自然につい
て幅広く取り上げている。

195号(1978.2)-

24 多摩の鳥
日本野鳥の会
奥多摩支部

隔月刊
日本野鳥の会奥多摩支部の活動報告（観察
鳥種のリスト）やイベント情報を掲載。

60号(1988.3)-

25 かわせみ
八王子・日野
カワセミ会

半年刊

浅川流域の野鳥観察に関する活動及び調査
研究報告を掲載。33号（2004年夏号）以降
をホームページ上で全文を公開している
（最新２号分は会員のみ）。

1号(1988.8)-

26 Strix 日本野鳥の会 年刊

野外鳥類学や自然保護に関する総説、論文
を掲載する論文集。ホームページ上で各巻
の目次と、絶版になった巻の全文を掲載し
ている。

26号(2008年)-

27 日本鳥学会誌 日本鳥学会 季刊

鳥学に関する原著論文、総説、短報、技術
報告、観察記録、意見を掲載。日本鳥学会
ホームページで目次等公開。『鳥』の改
題。

35巻1号(1986.10)-

28 鶏の研究
ニワトリ

木香書房 月刊

1924年（大正13年）創刊の養鶏業界専門
誌。防疫・衛生・飼料対策の他、鶏界情
報、各種統計・商況を掲載。木香書房ホー
ムページで2004年以降のバックナンバー目
次を公開している。

82巻4号通巻959号
(2007.4)-

★鳥類

2 



No. タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

29 レース鳩
日本鳩レース
協会

月刊
日本鳩レース協会機関誌。レースに関する
様々な情報（報告・実施要綱・申込書）や
血統紹介を掲載。

426号(1994.9)-,欠
号あり

30 月刊むし むし社 月刊

1971年創刊の昆虫専門誌。図鑑のような解
説記事、新種の命名記載や分類・分布・生
態、国内外の採集紀行等、世界の昆虫の最
新情報を掲載。

206号(1988.4)-

31 昆虫と自然
ニュー・サイ
エンス社

月刊
研究者、アマチュアによる昆虫愛好者のた
めの雑誌。戦後に北隆館から創刊された
『新昆虫』を継承している。

15巻1号通巻173号
(1980.1)-

32
昆虫 ニューシリー
ズ

日本昆虫学会 季刊

昆虫学及びその関連分野に関する総説、原
著論文、短報、新記録ノート、フォーラ
ム、書評、日本昆虫学会支部活動報告等を
掲載。『Japanese Journal of Enomology』
の和文後継誌。

1巻1号(1998.6)-,欠
号あり

33 昆虫園研究
全国昆虫施設
連絡協議会

年刊 全国の昆虫施設による研究報告を掲載。 2号(2001.9)-

34 Be Kuwa むし社 季刊
クワガタムシ・カブトムシ専門誌。飼育法
や観察記を掲載。誌面上で飼育ギネスや写
真のコンテストを行っている。

47号(2013年春)-

35 Butterflies 日本蝶類学会 年3回刊

日本蝶類学会会誌。蝶に関する報告文、論
文、旅行記、エッセイを掲載。フルカ
ラー。日本蝶類学会ホームページで総目次
を公開。

1号(1992.5)-

36
Tombo : Acta
Odonatologica
Japonica

日本トンボ学
会

年刊

日本トンボ学会会誌。トンボに関する総
説，原著論文，短報，その他（抄録，新著
紹介，追悼文など）を掲載。日本トンボ学
会ホームページ上でバックナンバーの表紙
と目次を公開。

Vol.5 no.1(1962
年)-,欠号あり

37 しろあり
日本しろあり
対策協会

半年刊
建築物のシロアリ被害及び腐朽の防止、な
らびに木材の長期利用と環境保全に関する
報文、解説、研究トピックス等を掲載。

150号(2008.7)-

38 ミツバチ科学
玉川大学ミツ
バチ科学研究
所

季刊

玉川大学ミツバチ科学研究センター機関
誌。ミツバチ関連の研究論文や解説記事、
学会報告、紀行文を掲載。その他、関連機
関の活動や雑誌・書籍も紹介している。

1巻2号(1980.4)-

39 アクアライフ
エムピー
ジェー

月刊
熱帯魚・水草・金魚・川魚・海水魚等の観
賞魚飼育の総合情報雑誌。観賞魚の紹介や
飼育方法を掲載。

33巻8号通巻452号
(2011.8)-

40 魚類学雑誌 日本魚類学会 半年刊

日本魚類学会研究紀要。魚類に関する分
類、系統、形態、分布、生態、行動、生
理、発生、遺伝、病理等の生物学的諸問題
をテーマとした学術論文を掲載。発行から2
年以上過ぎたものは日本魚類学会ホーム
ページでPDF形式で公開している。

18巻1号(1971.6)-

41
Ichthyological
Research 【英語】

Springer 季刊
日本魚類学会の国際学術誌。日本魚類学会
ホームページ上で和文要旨を公開してい
る。

Vol.54
no.1(2007.2)-

42 クリーパー クリーパー社 隔月刊
爬虫・両性類情報誌。品種紹介や飼育・繁
殖方法、分類と自然史等を掲載。

11巻63号(2012.10)-

43 as インターズー 月刊
動物看護専門誌。動物看護の事例や研究報
告、動物看護師のための情報を掲載。別タ
イトル『animal specialist』。

20巻4号通巻219号
(2008.4)-

★魚類

★は虫類

★動物全般

★昆虫

3 



No. タイトル 出版者 刊行頻度 内容 所蔵範囲

44 trim インターズー 隔月刊
トリマーのための活用型情報誌。カットや
アレンジ例、初心者向けの技術解説を掲
載。

1巻1号通巻1号
(2009.4)-

45 ハッピー トリマー 緑書房 隔月刊
グルーミング情報マガジン。カットスタイ
ルや病気・健康の知識、サロン経営に関す
る情報を掲載。

5巻1号通巻17号
(2006.1)-

46 ALIVE 地球生物会議 隔月刊

動物愛護に関する情報を掲載。タイトルは
「ALL Life in a Viable Enviornment」の
略で、全ての命が生きられる環境という意
味。『アライブ』の改題。

100号 (2011年秋)-

47 WWF
世界自然保護
基金ジャパン

隔月刊
世界自然保護基金ジャパンの会報誌。自然
環境保護に関する情報を掲載。

21巻170号(1991.6)-

48 愛玩動物 With Pets
日本愛玩動物
協会

隔月刊
日本愛玩動物協会機関誌。人とペットが幸
せに暮らすためのライフスタイルを提案す
る。『愛玩動物』の改題。

233号(2913.9)-

49 動物ジャーナル
小田原アカデ
ミー、動物虐
待防止会／編

季刊
動物愛護に関する情報提供、問題提起、知
識の普及を行うための雑誌。

0号(1993.1)-

50 動物たち
日本動物愛護
協会

季刊 動物愛護についての広報誌。 1号(1979.3)-

51
Toba Super
Aquarium

鳥羽水族館 半年刊
鳥羽水族館における飼育研究やイベント情
報を掲載。

1号(1992年春)-

52 タクサ
日本動物分類
学会

半年刊

総説、講座、論説の他、大会やシンポジウ
ムの案内・報告や会務報告等を掲載。
『Species Diversity』掲載論文の和文摘要
も掲載している。

1号(1996.8)-

53 動物園水族館雑誌
日本動物園水
族館協会

季刊 飼育技術に関する学術雑誌。 46巻1号(2005.1)-

54 動物心理学研究
日本動物心理
学会

半年刊
日本動物心理学会誌。動物心理学に関する
研究論文を掲載。

57巻1号(2007.6)-

55 どうぶつと動物園
東京動物園協
会

季刊
動物園や水族園の動物飼育にまつわる
ニュース、誕生や繁殖の記録、飼育展示施
設の紹介、動物学の最新の話題等を掲載。

23巻8号通巻259号
(1971.8)-，欠号あ
り

56 動物文学 動物文学会 半年刊

動物文学会機関誌。動物行動学を中心とし
た自然科学、博物学、文学等、幅広い分野
の記事を掲載している。動物研究者の平岩
米吉により創刊。

4巻5号通巻29号
(1937.5)-7巻11号通
巻71号(1940.11),24
巻2号通巻137号
(1958.6)-

57
日本野生動物医学会
誌

日本野生動物
医学会

半年刊
野生動物または動物園動物の動物医学に関
する学術論文誌。

16巻1号(2011.3)-

58
BBC Wildlife. 【英
語】

Bristol
Magazines

月刊
野生生物専門雑誌。専門家による解説、生
物学上の発見、最新ニュース等を掲載。迫
力あるカラー写真が特徴。

Vol.26
no.2(2008.2)-

59

Bulletin of the
National Museum of
Nature and
Science. Series A
(Zoology)【英語】
(国立科学博物館研究報
告 A類 動物学)

National
Museum of
Nature and
Science

季刊

国立科学博物館における動物学分野の研究
成果に関する原著論文および総説を掲載。
英文学術誌。
国立科学博物館研究報告は、A類（動物
学）、B類（植物学）、C類（地質学・古生
物学）、D類（人類学）およびE類（理工
学）の５シリーズからなる。

Vol.33
no.1(2007.3)-

60
Species Diversity.
【英語】

Japanese
Society of
Systematic
Zoology

半年刊
日本動物分類学会の国際学術誌。英文学術
論文のみ掲載。

Vol.13
no.1(2008.5)-
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