
【視　See】

No. 撮影地
図録掲載
ページ

1 ネコ オスがオスを見つけてヒゲを下げます。 沼津市　静岡県 004

2 ライオン 狩りの基本は見ることです。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 005

3 ネコ 船が帰ってきたので注目しています。 西伊豆町　静岡県 006

4 ライオン
小高い丘から草食動物たちの群れを見下
ろしています。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 007

5 ネコ 兄弟は漁師に面倒をみてもらっています。 コヒマル　キューバ 008

6 ライオン
兄弟は倒木の下で母親の帰りを待ちま
す。

セレンゲティ国立公園　タンザニア 009

7 ネコ ネコのための小屋があります。 富士市　静岡県 010

8 ライオン
家族の中心になるのが家長格のメスで
す。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 011

9 ネコ
まず母親が我が家へ向かって歩き出しま
す。

逗子市　神奈川県 012

10 ライオン
子は母親の一挙手一投足を注意深く見て
います。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 013

11 ネコ 母親は子の隠し場所をたびたび移します。 石巻市　宮城県 014

12 ライオン
子は母親にくわえられると全身の力を抜き
ます。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 015

13 ネコ まさに一触即発のとき。 唐津市　佐賀県 016

14 ライオン
オスがオスの息の根を止めようとしていま
す。

セレンゲティ国立公園　タンザニア 017

15 ネコ オスの睨み。
スキダウェー島　ジョージア州　アメリカ合衆
国

018

16 ライオン
アフリカゾウの肉をむさぼりながら象牙の
影でときどき休息します。

チョベ国立公園　ボツワナ 019

17 ネコ
足場のアルミ窓が柔らかすぎて屋根から
飛び降りようとして落ちます。

函館市　北海道 020

18 ライオン
木にも登るライオンですが降りるのは苦手
です。

マニヤラ湖国立公園　タンザニア 021

19 ネコ よそ見しながら余裕しゃくしゃくです。 北杜市　山梨県 022

20 ライオン 着地点を見定めて真剣です。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 022

21 ネコ ジャンプ力が試されます。 石巻市　宮城県 026

22 ライオン ジャンプ力が試されます。 石巻市　宮城県 026

23 ネコ
襲う方も襲われる方も生きる努力を惜しみ
ません。獲物はヌーです。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 027

24 ライオン
襲う方も襲われる方も生きる努力を惜しみ
ません。獲物はヌーです。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 027

25 ネコ
ヒトの暮らしには扉というものが存在しま
す。

塩尻市　長野県 028

26 ライオン 暮らしには隠れる場所も必要です。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 029

27 ネコ 頭隠して尻隠さずではないですよね。 ティービー島　ジョージア州　アメリカ合衆国 030

28 ライオン 狩りのために一応忍んでいます。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 031

29 ネコ お気に入りの場所があります。 金沢市　石川県 032-033

30 ライオン 高いところからは平原が見渡せます。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 034-035

31 ネコ 箱入り娘。 伊根町　京都府 036

32 ライオン 平原を渡る風音を聞きながらの昼寝です。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 037
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33 ネコ 屋根裏へと続いています。 青木村　長野県 038

34 ライオン 平原の蟻塚も遊び場のひとつです。 マサイマラ国立保護区　ケニア 039

35 ネコ ストレッチして気になる玄関を覗きます。 高知市　高知県 040

36 ライオン ストレッチ一発で活動開始。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 041

37 ネコ 我が家に向かっています。 弘前市　青森県 042

38 ライオン 我が家に向かっています。 サバンナ　ジョージア州　アメリカ合衆国 042

39 ネコ
姿勢を出来るだけ低くして獲物へとアプ
ローチします。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 043

40 ライオン ちょっとそこまで、という感じかな。 青森市　青森県 046

41 ネコ ちょっとそこまで、という感じかな。 藤沢市　神奈川県 046

42 ライオン 季節は移ろいます。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 047

43 ネコ 全身の感覚で周囲を確かめています。 藤沢市　神奈川県 048

44 ライオン
獲物へと導くひとつにアフリカハゲコウの
動きがあります。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 049

【触　Touch】

45 ネコ いつもの場所で爪を研ぎます。 別府市　大分県 050

46 ライオン 爪を研ぐ場所は決まっていません。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 051

47 ネコ 夏の午後。 石巻市　宮城県 060

48 ライオン 乾期の午後。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 061

49 ネコ 抜群の昼寝場所。 サントリーニ島　ギリシャ 062

50 ライオン どこにいても眠たいときには寝ます。 マサイマラ国立保護区　ケニア 063

51 ネコ どこからでしょう。水音がします。 渋川市　群馬県 064

52 ライオン
湿地帯の休息。耳は辺りの音を聞き逃しま
せん。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 065

53 ネコ 潮騒が聞こえてきます。 函館市　北海道 061

54 ライオン オスがマーキングしています。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 065

55 ネコ 親子の憩いの場です。 佐渡市　新潟県 066

56 ライオン 子を遊ばせるのも母親の役目です。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 067

57 ネコ 後ろ脚の動きが刺激になって舌が出ます。 市川市　千葉県 072

58 ライオン タテガミを舌で整えることもあります。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 073

59 ネコ 納まりがいいですね。 石巻市　宮城県 074

60 ライオン 乾いた川床に落ち着く親子の時間です。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 075

61 ネコ 親がいるから子は安心しています。 シャウエン　モロッコ 076

62 ライオン 子の動きには満足感がうかがえます。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 077

63 ネコ 親がいるから子は安心しています。 逗子市　神奈川県 076

64 ライオン 子の動きには満足感がうかがえます。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 077

65 ネコ
匂いで確かめてから触れようとしていま
す。

みなかみ町　群馬県 078

66 ライオン まだ子は遊び足りないようです。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 079



67 ネコ 遊びは無限大です。 積丹町　北海道 082

68 ネコ 遊びは無限大です。 アルベロベッロ　イタリア 082

69 ネコ 遊びは無限大です。 石巻市　宮城県 082

70 ライオン
社会生活への初歩は気の合う遊び相手を
見つけることです。

セレンゲティ国立公園　タンザニア 083

71 ライオン
社会生活への初歩は気の合う遊び相手を
見つけることです。

セレンゲティ国立公園　タンザニア 083

72 ライオン
社会生活への初歩は気の合う遊び相手を
見つけることです。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 083

【味　Taste】

73 ネコ “ねこぱんち”寸前。 田野畑村　岩手県 086

74 ライオン 狩りは見ることこそ肝心です。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 087

75 ネコ
オスですから獲物を分け合うことはありま
せん。

石巻市　宮城県 092

76 ライオン
食への執着を教えてくれるように見えま
す。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 093

77 ネコ
オスですから獲物を分け合うことはありま
せん。

石巻市　宮城県 092

78 ライオン
食への執着を教えてくれるように見えま
す。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 093

79 ネコ 食に集中しています。 高松市　香川県 096

80 ライオン うなり声が闇に響きます。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 097

81 ネコ 食に集中しています。 富士吉田市　山梨県 096

82 ライオン うなり声が闇に響きます。 チョベ国立公園　ボツワナ 097

83 ネコ おいしいときにも舌を見せます。 伊根町　京都府 098

84 ライオン オッパイの後のこと。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 099

85 ネコ 好みの噛み味の草を選びます。 高島市　滋賀県 100

86 ライオン 草は消化を助けます。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 101

87 ネコ 食後のグルーミングはことに熱心です。 荒川区　東京都 102

88 ライオン
グルーミング終了前にお尻もきれいにしま
す。

ギル野生動物保護区　インド 102

89 ネコ 子を抱きかかえるのも母親の役目です。 石巻市　宮城県 104

90 ライオン 授乳後に甘える子を落ち着かせます。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 105

【嗅　Smell】

91 ネコ 匂いをいろいろ嗅ぎ分けています。 石巻市　宮城県 108

92 ライオン 風上にはトムソンガゼルの群れがいます。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 109

93 ネコ 鼻を出来るだけ高い位置にしています。 ローマ　イタリア 110

94 ライオン
鼻、目、そして耳を集中させて獲物へと向
かいます。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 111

95 ネコ メスの準備の程をうかがいます。 エッサウィラ　モロッコ 116

96 ライオン メスの機嫌次第です。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 117

97 ネコ 恍惚としているのでしょうか。 ポルトヴェネーレ　イタリア 116

98 ライオン メスが動けばオスも動きます。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 117

99 ネコ がっちゃんの得意なポーズです。 庄原市広島県 118-119



100 ライオン アクビをして緊張を解こうとしています。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 120-121

101 ネコ 生まれも育ちも柴又よ。 葛飾区　東京都 124

102 ライオン ３６０度の地平線まで我が家です。 セレンゲティ国立公園　タンザニア 125

103 ネコ
漁師の手を見るか、魚を見るかで、獲得が
違ってきます。

石巻市　宮城県 130

104 ライオン
ヌーの動き次第で飛び出そうというところ
です。

ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 131

105 ネコ いい匂いのする方へは足が向きます。 上関町　山口県 132

106 ライオン 獲物や地形にふさわしい歩きをします。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 133

107 ネコ いい匂いのする方へは足が向きます。 逗子市　神奈川県 132

108 ライオン 獲物や地形にふさわしい歩きをします。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 133

【聴　Hear】

109 ネコ 潮が香って波音が聞こえてきます。 京丹後市　京都府 138

110 ネコ 潮が香って波音が聞こえてきます。 石巻市　宮城県 138

111 ライオン 音のない時間もあります。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 139

112 ネコ 鳴いてうったえる効果を知っています。 逗子市　神奈川県 146

113 ライオン
大きな鳴き声が太く吠える声を育てるよう
です。

セレンゲティ国立公園　タンザニア 147

114 ネコ 玄関前の朝の始まりです。 明日香村　奈良県 148

115 ライオン
雨期になると目が覚めたように動き出しま
す。

セレンゲティ国立公園　タンザニア 149

116 ネコ ちょっとした揉め事でしょう。 守谷市　茨城県 150

117 ライオン 唸りながらおきてを教えます。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 150

118 ネコ 弾みながらの対応です。 コルレオーネ　イタリア 151

119 ライオン エスカレートしてきます。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 151

120 ネコ
坂道の傾斜がいい感じで背中に伝わるよ
うです。

北九州市　福岡県 154

121 ライオン なぜか後ろ足が垂直です。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 155

122 ネコ オスの孤独です。 石巻市　宮城県 156

123 ライオン 何かを考えているようには見えません。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 157

124 ネコ 家族の肖像。 盛岡市　岩手県 158

125 ライオン 乾季と雨季。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 159

126 ネコ 家族の肖像。 盛岡市　岩手県 158

127 ライオン 乾季と雨季。 ンゴロンゴロ自然保護区　タンザニア 159

※図録掲載作品のうち、会場の都合により展示されていないものがあります。
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