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  ٲٲ  いぬの母子手帳のご案内  ٲٲ

殺処分ゼロを目指し、全国に動物保護施設を作ろう！ 
日本動物保護センターは、日本国内における動物保護及び盲導犬に関する情報提

供等の事業を行い、社会における動物保護や盲導犬への理解と普及に寄与するこ

とを目的とする全国動物愛護団体です。当法人の活動は当法人会員の皆さまから

の賛助会費、そして一般の個人や法人の皆さまからの貴重なご寄付で成り立って

おります。皆さまからのご寄付をお願い申し上げます。 

振込先ڀジャパンネット銀行 ビジネス営業部支店（店番：���） 

普通預金 �������  一般社団法人日本動物保護センター 

入力の際は シャ）ニホンドウブツホゴセンター でお願いします。  

盲導犬候補犬を家庭で育てる「パピーウォーカー」のために作った『いぬの母子手帳』ですが、パ

ピーウォーカーに限らず、ご自分のかわいい愛犬の母子手帳としてもご利用可能です。  
体重やごはんの記録、ハプニングやエピソードなどをまとめ、フリースペースにはその月齢での写

真を貼れるようにしました。最後まで完成させると、思い出アルバムにもなります。 

A4サイズ 全50ページ  興味のある方はホームページから購入できます！  

価格 600円（税込・送料込）   https://www.j-animal.com/shop/ 
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「グッチ（GUCCI）」は2月6日、野生生物保護活動を支援

するライオンズ基金に加盟したことを発表した。同基金

は、国連開発計画（UNDP）主導のもと2018年に発足。野生

生物の保護や生物多様性、気候変動の問題に取り組むた

めに必要な資金の寄付を募る。具体的には、動物を使っ

た広告を展開した各企業にその媒体費の0.5%を同基金に

募金するように求め、今後5年以内に年間1億ドルの募金

を集めることを目指す 。（２月１１日 WWD JAPAN.com ） 

新型コロナウイルスの感染が拡大する中国・武漢。移

動制限で飼い主が戻ってこれず、取り残されている

ペットたちがいる。家に10日間閉じ込められ、お腹の

すいたネコたちを救うため、動物愛護家の「老猫（ラ

オマオ）」さん（43）はアパートのさびたパイプをよ

じ登り、3階までたどり着いた。ネコたちはなんとか生

きていて、ソファの下などに隠れていた。老猫さんが

飼い主にビデオ通話をすると、飼い主らはネコたちを

見て泣き崩れた。飼い主らは当初、3日間の予定で北部

へ旅行にでかけたが、感染拡大による移動制限で自宅

に戻れなくなってしまった。老猫さんがペットの救護

活動をしているとソーシャルメディアで知り、ネコた

ちを助けてくれるようメッセージを送ったのだった。 

          （２月７日 Yahooニュース） 

「多頭飼育崩壊」という言葉をよく聞くようになっ

た。犬や猫を無計画に飼い、数が増えすぎて世話がで

きなくなった状態をいう。飼い主の高齢化もあって近

年、問題になっている。 

 県動物愛護管理センターが2019年度上半期に収容し

た猫は430匹で、昨年1年間の約1・5倍に上るという。

収容数が1件で100匹を超えるケースがあったほか、10

匹以上も3件あり、県内でも「崩壊」例が目立ってき

ている。 

 センターによると、栄養状態が良ければ、雌猫は年

に4回出産することもある。雌1匹放し飼いにしていれ

ば、あっという間に数は増える。全く外に出さない家

猫として飼うにしても、避妊手術は必須だ。 

 「多頭」の定義は飼い主による。2匹でも多すぎる

場合がある。担当獣医師は、モラルの崩壊を嘆く。

「ここに来るのは、ほとんどが、きれいな顔をした子

猫や子犬。昔のような野良ではない。飼い主が困って

捨てる例が後を絶たないんです」。 

 愛護と名前は付いているが、センターでいつまでも

生きられるわけではない。引き取り手がいなければ処

分されるのである。犬猫も命は一つしかない。一生面

倒をみるのが、飼い主の最低限の責任だ。 

            （２月１１日 徳島新聞） 

保護活動の名コンビ 

2016年にホテルの窓に激突し、脳振とうを起こ

し、獣医のオデッテ・ドゥーストに救われたフラ

ミンゴのボブ。ドゥーストは自らが運営する野生

動物の保護施設でリハビリをさせているとき、ボ

ブが人に飼われていた経験があることに気づく。

人の近くにいても落ち着いていたし、飼育されて

いる鳥に多い足の病気である趾瘤症（しりゅう

しょう）を患っていたからだ。そのため、ボブは

野生では食べ物を確保するのが難しかっただろ

う。そこでドゥーストは、ボブを自然教育に役立

てられるだろうと、カリブ海のオランダ領キュラ

ソーにある保護施設の90匹ほどの動物たちの仲間

入りをさせた。週に1回、このフラミンゴを学校

や町の集まりに連れていくと、みんなに喜ばれ

た。これほど優雅で色鮮やか、さらに、こんなに

フレンドリーな鳥を間近で見たことがある人はほ

とんどいなかった。  「ボブを飼っているのは、

自然や環境のことをみんなに考えてもらうためで

す。生息地がわずかに変化しただけで、私たちを

取り巻く自然に大きなインパクトがあることを

知ってもらいたいのです」たとえば、ペットボト

ルではなく何度も使える

コップを選ぶことや、誕生

日パーティーを風船で飾ら

ないこと、海岸のごみを拾

うことなどだ。ドゥースト

によれば、ボブに夢中に

なった子どもたちは、こう

したことをしっかり心に刻

むという。 

 （２月１日 

   Yahooニュース） 

昨年末より奄美大島で猫の捕獲ペースがあがってい

る。2019年11月は14匹、12月は25匹だ。今年に入ってか

らは現在のところ14匹が収容、これまでで総計149匹の

猫が捕獲（1月26日時点）された。 環境省は約1年半

前の2018年7月、奄美大島で野生化した猫（＝ノネコ）

を年間300匹捕獲する「ノネコ管理計画」をスタートさ

せた。計画を立ち上げた理由は「近年ノネコがアマミ

ノクロウサギ（以下、クロウサギ）などの希少動物を

捕食し、生態系への被害が明らかなため」（環境省の

回答文書より）という。奄美大島の山林に生け捕り用

のワナを設置し、捕獲したノネコを「奄美ノネコセン

ター」で収容する。飼育期間は捕獲から1週間が目安

で、その間に捕獲したノネコの飼い主を募り、1週間で

引き取り手が見つからなければ「殺処分」が認められ

ている。300基ある捕獲ワナの見回りは、十分な職員が

いないため1日1回。ワナの中におびき寄せる餌はある

ものの、通常の食するための餌はない。真夏または真

冬の悪天候時に、屋外にあるワナの中で長時間猫が放

置されることも心配される。2019年末までに捕獲され

たノネコは135匹。登録している譲渡認定人は14人

（2020年1月30日時点）、実際に猫の譲渡を請け負った

ことがある人は10人です。その少人数で捕獲後から1週

間以内に必死に猫を引き取っている。この捕獲で使用

されている捕獲機は吊り下げ式で猫が暴れた場合、

フックが猫の体を傷つけてしまい、大変危険といわれ

ており、最近捕獲された中で、鼻の上が傷だらけの猫

もいた。奄美大島で殺処分の対象として捕獲されてい

る猫たちは皆、人なれしていて甘えん坊。それなのに

『アマミノクロウサギらの希少種を捕食するノネコ』

などと題し、ノネコとして殺処分が行われても致し方

ないという報道があるが、真実とは人から聞かされた

言葉ではなく、奄美の地域に足を踏み入れ、ノネコと

呼ばれた猫と向き合った人が伝えていかなければなら

ないと感じた。 

          

           （２月１日 niftyニュース） 

 近年、テレビ番組や映画の影響で秋田犬の人気

が上昇している。しかし「この犬種を生半可な気持

ちで飼わないでください。」と秋田犬の保存・保護活

動をしている一般社団法人 ONE FOR AKITAで秋

田犬のトレーナーは言う。秋田犬の特徴のひとつ

に、飼い主以外にあまりなつかない性格が挙げら

れる。その為、海外ではワンオーナードッグと呼ば

れています。秋田犬は大変賢く、その忠誠心が特

徴です。飼い主と心を通わせれば、一生その飼い

主になつきます。しかししつけがきちんとなされて

いないと、その賢さゆえに、人間の考えていること

の裏をかけるのも秋田犬の性格です。秋田犬から

飼い主と認められないと、全く言うことを聞かない

犬になってしまいます。」大きくて頼もしい見た目の

秋田犬。飼うのはとっても難しいが、頭数が減って

いるのも事実。今後は日本固有の犬種として、守っ

て い く 必 要 が あ

る。 

 

（  ２月１日 

 Yahooニュース）              

秋田犬ブームに犬種の特徴 

毛皮愛用の人気歌手に抗議 
 

コロナで取り残されたペット 

猫の繁殖力を知ってほしい 

奄美大島の猫問題 

捕獲したイルカ公開の水族館 GUCCIが保護基金に加盟 

子猫の遺棄は犯罪 

 ダンボール箱に捨てられていた4匹の子猫は発

見者の迅速な行動に救われ、奇跡的に助かりまし

た。今ではすくすくと育ち、2匹はすでに里親に

引き取られ、残り2匹も譲渡先が決まり、その準

備中です。令和元年6月19日に「動物の愛護及び

管理に関する法律などの一部を改正する法律」が

公布され、愛護動物を遺棄した者は、一年以下の

懲役又は百万円以下の罰金と強化されている。

「猫を捨てると犯罪になる」ことをしっかりと認

識してもらいたい。 今回、子猫の入ったダン

ボール箱は発見直後に移動させてしまったが、現

場状況を写真で残しておくことも大事。“事件”

の手掛かりになる可能性がある物を控えておくこ

とで犯人特定につながる可能性がある。子猫が

入ったダンボールは証拠品として警察へ提出し

た。話を終えると警察官とともに、そのまま現場

へ向かった。問題の駐車場は一般的な平地の月極

で、犯人は子猫をダンボール箱に詰め、ここに遺

棄したのだ。事情はあったにしろ、とても許され

る行為ではない。その後も警察官は現場周辺で事

情聴取をしてくださったが、現在も犯人は見つ

かっていない。 

          （２月７日 神戸新聞社） 

捕獲したイルカやクジラを公開する施設のチ

ケットは販売しません。世界的な旅行口コミ

サイト「トリップアドバイザー」が７日まで

にこんな方針を表明し、適用を始めた。動物

保護が目的だが、水族館からは「公開は動物

への理解を深めてもらう機会だ」との声が上

がる。トリップアドバイザーによると、対象

は世界で約２５０施設。日本の対象施設数や

名称は公表していないが、同社と今回の方針

について話し合ったという米動物保護団体Ｐ

ＥＴＡによると、沖縄美ら海水族館や鴨川

シーワールドなどが該当する。 

        （２月７日大分合同新聞） 

シンガーソングライターでファッションブラ

ンドも手掛けるのジェシカ・シンプソンの新

刊の宣伝ツアーが、動物の権利を主張する活

動家たちに阻まれている。イベント中客席に

いたある女性が立ち上がり、「動物を着るの

は止めて。他にも選択肢はたくさんあります

よ。」と訴えたことで、イベントが中断とな

り、その女性も速やかに退出させらた。動物

愛護家らから「虐待者」「殺し屋」などと

いったレッテルを貼られているジェシカだ

が、同イベント当日の夜にもレストランから

出た際に、ある男性から、「２０２０年に毛

皮を着るって一体どんな奴だ？」と怒号を浴

びせられていたという。 

    （２月１３日 デイリースポーツ） 

★動物保護関連情報★          ＊内容に関しては、問合せ先に直接問合せをお願いします 
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猫暮らしの為の家探し 

 

 高齢の飼い主が老いた愛犬を世話する「老・老犬

介護」に行き詰まるケースが目立つ。医療の進歩で

高齢犬が増える一方、飼い主が体の自由が利かな

くなったり、経済的に困窮したりするためだ。犬を介

護する「老犬ホーム」には飼えなくなった犬の引き取

りを求める相談が相次ぎ、関係者は「飼う際は最期

まで面倒を見られるか、慎重な判断が必要」と強調

する。2013年施行の改正動物愛護管理法では、飼

い主が最期まで世話する「終生飼養」の責務が明記

され、自治体は高齢や病気の犬の引き取りを拒め

るようになった。「高齢による引き取りはしない」と宣

言する自治体もある。センターから殺処分される犬

を引き取って飼い主を探す民間の愛護団体も、市

民からの直接の持ち込みは断る場合が多いという。

そんな中、近年は有料の老犬ホームが増えている。

環境省によると、13年の20施設から19年には177施

設に増加。料金は介護の程度で異なるが、年間40

万～50万円が多い 。 

             （２月２６日 日本経済新聞） 

老犬介護困難 

密猟と戦う女性たち 
ジンバブエの人里離れた地で、密猟者に立ち向かう女

性だけのレンジャー「アカシンガ」になるための最終

試験に挑む女性がいた。カーキ色の戦闘服に身を包

み、完全武装したアカシンガは、ザンビアとの国境に

近いジンバブエ北部の計4000平方メートルにわたる5か

所の野生動物保護区で、密猟者を取り締まる任務を

担っている。アカシンガのプログラムは2017年、オー

ストラリア軍の元狙撃兵で、イラクで民間警備会社に

勤務した経験があるダミアン・マンダー氏（39）が設

立したNPO「国際密猟撲滅基金」の活動の一環として始

まった。「アフリカ最貧国の一つで、最も厳しい地域

の社会的に排除された女性に機会を提供したかった」

とマンダー氏は話す。「彼女たちは皆、深刻な性暴

力、家庭内暴力（DV）のサバイバー、エイズ（AIDS）

孤児やシングルマザー、夫に捨てられた妻だったりす

る」「立派な履歴書は必要ない。私たちはタフな女性

を求めている。生き延びるために闘うことを知ってい

る女性、それこそ私たちが求めている女性だ」アカシ

ンガがこの地域でパトロールを始める以前は、16年間

に殺されたゾウの数は約8000頭に上った。国際密猟撲

滅基金によると、2年前の活動開始以来、ゾウの密猟

は80％減少したという。アカシンガはこれまでに115件

の密猟を摘発しているが、一度も発砲したことはな

い。しかし、この仕事には危険が伴う。マンダー氏は

「武装する密猟者が増えている。彼らはゾウだけでは

なく、ゾウを守っているレンジャー隊も平気で殺す」

と話す。同氏は2025年までに、アカシンガを1000人ま

で増やし、野生動物保護区20か所まで活動範囲を広げ

たいと語った。（２月１８日 AFP BB NEWS)  

豪森林火災の寄付のため 

 オーストラリアの大規模な森林火災で被害を受け

た動物を支援するため、県内の若者三人が十二日

から、白山市西新町の喫茶店「カフェ・カプリーチョ」

でチャリティーキャンペーンを始めた。現地の写真

を展示して被害状況を伝えるほか、コーヒーの収益

全額を動物保護に充てる。企画したのは、金沢市

の会社員小林修平さん（２３）と友人で同市の奥村

柚子（ゆず）さん（２１）、喫茶店の店主矢野崇平

（しゅうへい）さん（２８）。奥村さんは現在、ワーキン

グホリデーで被災エリアの同国ニューサウスウェー

ルズ州タスラのホテルで働いており、避難生活も経

験し、一時帰国してキャンペーンに参加。「逃げ遅

れて道端で死ぬ動物をたくさん見た」と話す。現地

では数日前に記録的な豪雨に見舞われ、森林火災

はやっと鎮火したが、洪水が発生したところもあると

いう。期間中は、同国出身でキャンペーンに賛同し

た焙煎（ばいせん）士スコット・オルゲイトさん＝札

幌市＝が提供した豆でいれたコーヒーを出してい

る。小林さんと奥村さんは「災害は日本でもいつ起

こるか分からない。石川県から少しでも力になりた

い」と話している。集まったお金は、矢野さんが同国

最大規模の動物保護団体に直接全額寄付する。 

             （２月１２日 中日新聞） 

学校動物の飼育環境 

この真冬に、学校で飼育されている動物の中には、過

酷な環境下で暮らしているケースも少なくない。学校

飼育動物の多くは、校庭の片隅など屋外の飼育小屋が

飼育場となっている。外気が入らず暖房設備などがあ

れば別だが、冬は当然ながら寒い。飲み水が凍って、

喉が渇いても飲めていなかった、という報告もある。

東京都では「小学校動物飼育推進校」を設けて獣医と

相談しながら飼育する環境を作るなど改善もみられる

が、それでもなお、学校での動物飼育を行っていると

ころは残っているのだ。学校動物が、劣悪な環境下で

飼育されている、というと、学校が悪い、教員が悪

い、という話になりがちだ。しかし以前から、教育現

場での教員の過重労働は問題になっている。一般の授

業を終え、放課後にも膨大な業務を抱えて教員たちは

大忙しだ。そこに、さらに“飼育委員の担当”になっ

てしまったら大変だ。 しかも、動物の飼育経験がな

い教員が飼育委員を担当することもある。知識や愛情

があっても、膨大な業務の中でどれだけその志を続け

ることができるのか。しかも、学校動物にかけられる

医療費の予算は余裕がある状態とは言えない。一例と

して、都内のある自治体では、22校に対して年間13万

円の動物医療費予算を設けている。しかし、該当校の

全体で、どんな動物を、何頭飼育しているかは全く把

握していないままに予算を立てているのが現状だ。実

際に生き物を使わなくても教材を工夫して「命の尊

さ」を教えることはできるはずだ。子供たちへ大切な

ことを教えられないまま、教員の負担になり、悲惨な

生涯を動物たちに強いる学校飼育動物は本当に必要な

のだろうか。 

          （２月１１日 現代ビジネス） 

                

甘ニャッ豆で寄付 

野良猫への餌やりはいけない 

神奈川県は、PECO、神奈川県獣医師会と協力し、飼い

猫へのマイクロチップ装着費用の補助を開始。PECOの

マイクロチップ装着率向上に向けたWebサイトへの登録

(無料)の特典として、電子版「猫民カード」を発行す

る。開始日は2月12日。猫民カードの発行は、神奈川県

民が飼育している猫が対象。マイクロチップ装着費用

の補助については、神奈川県民が神奈川県内で飼育し

ている生後6カ月齢以上の猫が対象。横浜市、川崎

市、相模原市、横須賀市の住民は対象外。猫民カード

はこれらの市民も対象。実施期間は2月12日から3月31

日まで。補助額の上限は2,500円で、装着費用が2,500円

を下回る場合はその額。頭数は222頭で、期間内でも予

定頭数に達した時点で終了。マイクロチップのメリッ

トとして、迷子、盗難、災害の際などに、飼い主を特

定できることが挙げられている。マクロチップは電池

不要で、半永久的に使用できるという。 

         （２月１２日 Yahooニュース） 

マイクロチップ普及活動 
猫との暮らしのアイデアを発信する情報サイト「猫

ねこ部」は15日、横浜市関内にある猫カフェ「ミーシ

ス」と協力し、小学生、中学生を対象にした「こども

猫講座」を開催。こども猫講座」では、学校では学

ぶことができない、野良猫にエサを与える責任や

動物愛護についてレクチャーしました。猫ねこ部編

集室のディレクター木原優子さんはイベント発案の

きっかけについて次のように話しました。今回子ど

も向けの講座をした理由は2つ。「野良猫達に餌や

りだけを行う人の多くが高齢の方であるという状況

を耳にします。そこで、高齢者に向けて発信してい

くには、おじいちゃん、おばあちゃんを慕う子ども達

からの声の方が響くのではないかと思い、まずは

子ども達に知ってもらおうと思ったのが理由の1つ

目です。2つ目は、『TNR』という概念を広めること。

現状では『TNR』で“亡くなっていく命を食い止める”

ことが一番の方法とされていますが、これから先、

次のステップに進むためのアイデアを子ども達が

考える時代がくるでしょう。もしかしたら、猫に不妊

手術を施す現状とは、また別の未来が作れるのか

もしれません」子ども達が当たり前のように知って

いる世の中にしていきたいと、今回のようなイベン

トを開催したといいます 。（２月１７日 Hint-Pot ） 

２月２２日は「ニャン・ニャン・ニャン」で猫の日。

ペットフード協会（東京）によると、２０１９年の飼

育数は約９７７万匹で、８７９万匹の犬を３年連続

で上回った。空前の猫ブームに沸く中、幅広い

業界で書き入れ時とばかりに、猫にちなんだ企

画や商品でファンに売り込みを掛けている。コー

ヒーや輸入食品を扱うカルディコーヒーファーム

は、猫のデザインをあしらったクッキーやキャン

ディーなどを販売。２２日には猫の絵柄のかばん

に菓子や紅茶などを詰め合わせた「ネコの日

バッグ」を投入。２２、２３両日には動物愛護団体

による保護猫譲渡会も実施し、１７年に始めて以

降３年間で約２６０匹が引き取られた。「国内最

大規模の譲渡数」といい、殺処分を減らす狙いも

ある。葬祭総合サービス「メモリアルアートの大

野屋」は、飼い主が愛猫の遺骨とともに永眠でき

るプランを用意。既に１３００件以上成約し、相談

件数も増加傾向にある。従来は霊園の規定で同

じ墓に入ることは難しかったが、「家族の一員」と

の価値観から需要が広がり、受け入れる施設は

「今後も増えていく」と予想される。 

                         （２月２２日 JIJI.COM) 

猫の日商戦 

と一緒に住める物件を探している人、引っ越しを

機に猫を飼いたいと思っている人にオススメなの

が、今回ご紹介する「ネコリパ不動産」！賃貸・

売買問わず猫と暮らせる物件を随時紹介してい

て、このサイトを通じてお部屋探しをすると、仲介

手数料の一部が「ネコリパブリック」の保護猫活

動に充てられます。ラインナップされている物件

は、猫が安心して暮らせるお部屋のみ。飼育に

適さないと判断した場合は掲載を見送ることもあ

るという徹底ぶりです。「脱走予防」「陽当り良

好」「床、壁などが爪とぎに強い」といった、猫を

飼育するにあたってオススメのポイントが3つ以

上ある物件にだけつくマークなので、お部屋を探

すときの参考にするといいかもしれません。 

                （２月１９日 Pouch ） 

本日は、甘味を食べると猫が助かるソリュー

ションのご紹介。「甘ニャッ豆のくわぞの」

が販売しております、厳選した北海道産金時

豆のみを選別、小樽のお水で丁寧に作り上げ

たという、プレミアム甘納豆「おたるのしあ

わせ 甘ニャッ豆」は、収益の一部が猫の保

護活動団体に寄付される、猫助け甘納豆であ

ります。小樽市保健所と連携を取りながら、

猫や犬の保護活動を行っている「おたる樽ね

こ」へ、1パックにつき10円を寄付予定との

ことであります。甘ニャッ豆のロゴマーク下

にてゴロリと腹を出している「ポコ」ちゃん

は、「くわぞの」の代表者・原さんの家の元

保護猫で、「おたる

樽ねこ」の出身なの

だとか。 

（２月１９日  

 exciteニュース） 
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  空前の猫ブームは出版業界の救世主 

        ～人と猫のものがたり～ 

 空前の猫ブームと言われる現在、不況に悩む出版業界でも猫が救世主に

なっている。「猫」をテーマにした新刊書籍が売れ行きを伸ばし「猫本屋」

が相次ぎ開業。猫関連書籍だけで３０００冊もの品ぞろえがある書店もあ

る。東京都神保町にある人気猫書店には、国内外の猫好きが毎日店内を埋め

尽くしている。 

なぜここまで、猫本が売れているのか。 

私は、一冊の本を手に取ってみた。 

「幸せになりたければ 猫になりなさい」（樺木 宏 著）  

今まで猫本と言えば、写真集や、保護猫が幸せになるまでのエッセイ小説が

多かった。 

しかし、自由国民社出版のこの本は“自己啓発本”だ。 

内容は、人間が猫と関わることによって、どのようにホルモンバランスの変化が起こるのかということが書かれてい

る。猫と暮らすだけで心身共に健康になるということだ。更には、マイペースで自由気ままな猫の性格から、人が「自

分らしく生きる」ための行動を学ぼう！とまで書かれている。猫は自由気ままで時には愛想よく、時には無愛想に振舞

う。猫は自分の気持ちを主張したり、行動して表現することを生まれ持って身につけており、できるだけ相手との争い

を避けようとする習性がある。そんな猫からは人生をうまく切り開いていくヒントをたくさん学ぶことができるという

のだ。確かに、一日中お昼寝ばかりしている我が家の愛猫を見て、私も猫だったら今日学校に行かなくて済むのにな～

と、よく学生時代は思ったものだ。 

 この他にも、猫の写真とそれに合うキャッチコピー、偉人の逸話や格

言で構成された自己啓発本『人生はニャンとかなる！―明日に幸福をま

ねく68の方法』（文響社）が2.2万部を売り上げ、オリコン“本”ランキ

ングBOOK（総合）部門で、登場12週目にして初首位を獲得した。 

 「猫はためらわずにノンという」（ダイヤモンド社） 

 「ネコになってしまえばいい」（廣済堂出版） など、 

表紙の愛らしい猫写真はもちろん、魅力的なタイトルが並んでいる。 

 

このような猫書籍は、現代の本離れを食い止める、出版業界の試行錯誤

の賜物である。17年、ペットフードメーカーの業界団体が国内の猫の飼

育数（953万匹）が初めて犬（892万匹）を上回ったと発表し、猫のグッ

ズや写真集などが人気を集め、その経済効果「ネコノミクス」は2兆円を

超すとの試算もある。出版科学研究所の調べでは、16～18年に出たペット関連書籍のうち、猫は307点。犬の222点を大

きく上回っている。表紙に愛らしい猫の写真を載せ、その愛しさと、わかりやすさで、手の付けにくい自己啓発やビジ

ネス書をより身近に感じてもらおうというものだろう。 

 また、猫本の著者を見ると、自らが愛猫家なことはもちろんだが、獣医師や保護団体の関係者も多い。自己啓発やビ

ジネス書を通して、猫の性質や本性を知ってもらい、現在猫を取り巻く残酷な日本の状況を変えようともしているよう

に感じた。昨今の動物保護活動の活発化により、犬猫の殺処分数は年々減少傾向にある一方、繁殖力の強い猫は、保護

活動が間に合わないのが現状だ。保護団体の受け入れにも限界が

あり、より多くの譲渡先を探している。猫の苦しい現状を発信す

るだけでなく、より人が身近に感じる内容から、猫の理解を広め

ようとしているのだ。 

 

現在日本では、動物愛護法の改定までして、猫を守ろうと日々奮

闘している。しかし、本当に守られているのは、人間なのかもし

れない。大昔は、屋敷の穀物をネズミから守る益獣として、そし

て今では、一つの経済を動かす力を持つだけでなく、その生きざ

まを通して、生き憎そうにしている人間の、道しるべにまでなっ

てくれている。恐るべし、お猫様！ 


