
No. 図書タイトル（雑誌記事） 著者名（雑誌タイトル/巻号） 出版社
出版年
(月日)

請求記号(p) 所蔵館

１ 人里に現れるクマ 三浦 慎悟  監修 金の星社 2012.2 J489.57/HI 図書館

２ ヒグマの原野 青井 俊樹  著 フレーベル館 1998.12 J489.57/HI 図書館

３ となりの野生ヒグマ 北海道新聞野生生物基金  編 北海道新聞社 2019.3 654.8/TO 図書館

４ よいクマわるいクマ 萱野 茂  [著] 北海道新聞社 2006.1 654.8/Y 図書館

５ エゾヒグマ百科 木村盛武  著 共同文化社 1983.7 489.57/KI/ｲ 図書館

６ ヒグマ 門崎 允昭  著 北海道新聞社 2000.11 489.57/I 図書館

７ ヒグマ大全 門崎 允昭  著 北海道新聞社 2020.4 489.57/HI 図書館

８ 羆の実像 門崎 允昭  著
北海道出版企画セン
ター

2019.9 489.57/HI 図書館

９ ヒグマルールブック 遠藤 真澄  著
野生動物教育研究室
WEL

2003.5 489.57/HI 図書館

１０
特集「利尻島のヒグマ騒動から何を学ぶ
か」

『モーリー　50号』p.10～13
北海道新聞野生生物基
金

2018.9.14 図書館

１１ ヒグマ・ノート ヒグマの会　編 ヒグマの会 ［2020］ 489.57/HI 図書館

１２ ヒグマの旅 森と川、山と海 二神 慎之介  写真・文 文一総合出版 2021.9 J913.8/HI 図書館

１３ 北海随筆 文書館

１４
円山山中等に熊害あり警察課雇入之を銃
殺に付手当金等の件

文書館

１５ 新連載　「人食い羆」事故現場を歩く
丘珠ヒグマ事件｡

『ノースアングラーズ』 別冊
つり人 Ｎｏ．１６０

つり人社 2018.12.8 Z 図書館

１６ 北海道の野生動物　開拓秘話・哀話編 桑原 康彰  著
ソーゴー印刷情報出版
センター

2006.3 482.1/HO/ｲ 図書館

１７ 獣害史上最大の惨劇 苫前ひぐま事件
[とままえひぐま事件
紙芝居編集委員会]

[2007] DVD//759 図書館

１８ 日本クマ事件簿 三才ブックス 2022.5 489.57/NI 図書館

１９ 人を襲うクマ 羽根田 治  著 山と溪谷社 2017.10 489.57/HI 図書館

２０ クマにあったらどうするか 姉崎 等  語り手 木楽舎 2002.4 ｱ.65/KU 図書館

２１ 人を襲うクマ 羽根田 治  著 山と溪谷社 2017.10 489.57/HI 図書館

２２ 羆嵐 吉村 昭　著 新潮社 1977.5 F/Y 図書館

２３ 慟哭の谷 木村 盛武  著 共同文化社 1994.12 DVD//759 図書館

２４ 熊に関する百訓 北部方面総監部  編 北部方面総監部 1963 489.57/HO 図書館

２５
良質の熊肝収納のため熊全体持越の者へ
手当倍増の件

文書館

２６
狼熊、田畑人馬の害防禦の為太政官布告
規則に依り相定の件

文書館

２７
特集「北の動物誌　明治以降の北海道の
ヒグマと人」

『とどまつ　No.19』
北海道開拓記念館友の
会

1989.3.20 Z 図書館

［令和４年度道立図書館・文書館連携展示］『ヒグマ～闘いと共存の歴史』資料リスト（全５０点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　間：令和４年７月１日（金）～９月29日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場：道立図書館北方資料展示コーナー、道立文書館展示コーナー

３　狩猟の対象としてのヒグマ

２　恐ろしい存在としてのヒグマ

１　ヒグマってどんな動物？

蝦夷地御用留　四　安政四丁巳年十月綴之　簿書15(30)

部下布達録　明治八年　簿書1302(167)

旧記182・183

取裁録　明治十一年一月ヨリ  簿書2495(14)



No. 図書タイトル（雑誌記事） 著者名（雑誌タイトル/巻号） 出版社
出版年
(月日)

請求記号(p) 所蔵館

［令和４年度道立図書館・文書館連携展示］『ヒグマ～闘いと共存の歴史』資料リスト（全５０点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　間：令和４年７月１日（金）～９月29日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場：道立図書館北方資料展示コーナー、道立文書館展示コーナー

２８ クマ大図鑑 小池 伸介 監修 PHP研究所 2017.1 J48/KU 図書館

２９ 特集「ヒグマ考 陸の王者の博物誌」 『モーリー　13号』p.32～33
北海道新聞野生生物基
金

2005.12.17 Z 図書館

３０
石狩札幌土人陋習洗除の為オムシヤ、熊
送廃止の件

文書館

３１ 蝦夷物産誌 文書館

３２ 今こそ知りたいアイヌ 三栄書房 2017.2 ｱ.11/I/ｲ 図書館

３３ アイヌ文化の大研究 中川 裕  監修 PHP研究所 2018.12 Jｱ.11/A/ｲ 図書館

３４ アイヌの熊祭り 煎本 孝  著 雄山閣 2010.3 ｱ.1/A 図書館

３５ クマ祭り 池田 貴夫  著 第一書房 2009.3 ｱ.1/KU 図書館

３６ アイヌのクマ送りの世界 木村 英明  編 同成社 2007.3 ｱ.1/A/ｲ 図書館

３７ ヒグマ学への招待 増田 隆一  編著｡ 北海道大学出版会 2020.3 489.57/HI 図書館

３８ クマ祭りの起源 天野 哲也  著 雄山閣 2003.11 ｱ.1/KU 図書館

３９ ヒグマ　学校の教材に役立つ大図鑑
「北海道新聞」2006.7.29(夕刊)
別刷.週刊フムフム(世界と日本
大図鑑148)

[北海道新聞社] 2006.7 PJ489.57/HI 図書館

４０
平成16年度　ヒグマ対策関係（渡島半島
地域ヒグマ保護管理計画）

文書館

４１ 渡島半島ヒグマ対策推進事業実施報告書
北海道渡島支庁地域政策部環
境生活課  編

渡島半島ヒグマ対策渡
島地区協議会

2005.3 489.57/O 図書館

４２
ヒグマとの遭遇回避と遭遇時の対応に関
するマニュアル

山中 正実  著 知床財団 2004.1 654.8/HI 図書館

４３ 北海道ヒグマ管理計画（第２期） 北海道 北海道 [2022] 489.57/O 図書館

４４ ヒグマが育てる森 前田 菜穂子  著 岩波書店 2005.12 489.57/HI 図書館

４５ ヒグマとつきあう ヒグマの会  編 ヒグマの会 2010.3 489.57/HI/ｲ 図書館

４６ ヒグマかるた
野生動物教育研究室WEL  [作
成]

野生動物教育研究室
WEL

[2003] 798/HI 図書館

４７ ヒグマそこが知りたい 木村 盛武  著 共同文化社 2001.8 489.57/HI 図書館

４８ 熊のことは、熊に訊け。 岩井 基樹  著 つり人社 2010.7 489.57/KU 図書館

４９ アーバン・ベア 佐藤 喜和  著 東京大学出版会 2021.7｡ 654.8/A 図書館

５０ ヒグマ 竹田津 実  文|写真 アリス館 2020.3 J489.57/HI 図書館

請求記号：A11-2/5567

５　ヒグマと共に生きる

４　アイヌ民族とヒグマ

会議書類　明治五壬申年十月　簿書433(31)

旧記1763・1764


