
　　　大人も楽しい科学。ワクワク発見！
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

フロントランナー挑戦する科学者 日経サイエンス編集部∥編 日経サイエンス社 2014.6 402.1フ

ナタリー・アンジェが魅せるビューティフル・
サイエンス・ワールド

ナタリー・アンジェ∥著 近代科学社 2009.6 404ア

科学の扉をノックする 小川 洋子∥著 集英社 2011.3 404オ

サイエンスカフェにようこそ！
１～５

滝沢 公子∥ほか編著
富山房インターナ
ショナル

2009～
2014

404サ

女子中学生の小さな大発見 清 邦彦∥著 メタモル出版 2010.8 404セ

理系思考 元村 有希子∥著 毎日新聞社 2007.10 404モ

理系の子
高校生科学オリンピックの青春

ジュディ・ダットン∥著 文芸春秋 2012.3 407ダ

キュリー夫人の理科教室 シャヴァンヌ　Ｉ.∥著 丸善 2004.11 420.7シ

シルヴィアの量子力学
シルヴィア・アローヨ・カメホ∥
著

岩波書店 2009.2 421.3ア

『おばあちゃんの知恵』をタネ明かしする本 森井 美紀∥著 実業之日本社 2009.5 590モ

もっとおうちの科学 内田 麻理香∥著 丸善出版 2013.7 592ウ

おうちの科学 内田 麻理香∥著 丸善出版 2011.12 592ウ

　　　子どもと一緒に読みたい本
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

親子で遊ぼう！お父さんのための実験手品 科学手品創作室∥編 竹書房 1999.7 407オ

環境がわかる絵本　改訂新版 佐伯 平二∥文 山と渓谷社 2007.9 519サ

レイチェル・カーソン
　『沈黙の春』で環境問題を訴えた生物学者

筑摩書房編集部∥著 筑摩書房 2014.10 Ｔ289カ

マリーキュリー
科学の流れを変えた女性

フィリップ・スティール∥著 ＢＬ出版 2008.11 Ｋ289キ

生命科学者中村桂子 大橋 由香子∥著 理論社 2004.1 Ｔ289ナ

パリに生きた科学者湯浅年子 山崎 美和恵∥著 岩波書店 2002.10 Ｔ289ユ

理科はこんなに面白い
身近な自然のふしぎ

相馬 芳枝∥著 東京図書出版 2014.7 Ｋ404ソ

まりか先生のくらしの中の科学 内田 麻理香∥監修
文化学園文化出版
局

2011.7 Ｋ404マ

まりか先生のおいしい実験キッチン 内田 麻理香∥監修 主婦と生活社 2008.6 Ｋ407マ

まず歩きだそう
女性物理学者として生きる

米沢 富美子∥著 岩波書店 2009.3 Ｔ289ヨ

算法少女 遠藤 寛子∥著 筑摩書房 2006.8 Ｔ913.6エ
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鉄のしぶきがはねる まはら 三桃∥著 講談社 2011.2 Ｔ913.6マ

ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー∥作 ほるぷ出版 2011.7 Ｔ933ケ

　　　理系への道
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

科学する心 岩男 寿美子∥ほか編 日刊工業新聞社 2007.11 402.1イ

娘に「リケジョになりたい！」と言われたら 秋田 直美∥著 ダイヤモンド・ビッグ社 2014.11 407ア

理系なお姉さんは苦手ですか？ 内田 麻理香∥著 技術評論社 2011.9 407ウ

科学を選んだ女性たち Ｗ．Ａ．スピンクス∥監修 オーム社 2008.11 407カ

素敵にサイエンス　先生編 田中 若代∥編著 近代科学社 2009.6 407ス

素敵にサイエンス　企業編 中村 立子∥編著 近代科学社 2008.9 407ス

素敵にサイエンス　研究者編 鳥養 映子∥ほか編著 近代科学社 2008.5 407ス

あなたは理系女子（リケジョ）？
ＹＵＫＯ教授がつぶやく超「理系女子」論

原山 優子∥著 言視舎 2014.6 407ハ

理系女子（リケジョ）的生き方のススメ 美馬 のゆり∥著 岩波書店 2012.12 Ｔ407ミ

　　　プラスα　お父さんの子育てアラカルト
書　　　　　　名 著　　　者　　　名 出　版　者 出版年 請求記号

父親になる、父親をする 柏木 惠子∥著 岩波書店 2011.6 367.3カ

お父さんがキモい理由を説明するね 中山 順司∥著 泰文堂 2014.5 367.3ナ

父親業！
「仕事か、家庭か」で悩まないビジネスマンのルール

中山 和義∥著 きずな出版 2013.8 367.3ナ

モテるお父さんになる！ 中野 博∥ほか著 現代書林 2010.6 367.3ナ

リケダン、リケジョの育てかた 安達 誠∥著 保育社 2011.4 379.9ア

現代の父親これで大丈夫！ 岡崎 光洋∥著 文芸社 2012.2 379.9オ

子どもを伸ばす父親、ダメにする父親 高濱 正伸∥著 角川学芸出版 2013.9 379.9タ

とーちゃんだからできる魔法の子育てＢＯ
ＯＫ

川井 道子∥監修 笠倉出版社 2012.10 379.9ト

父親が子どもの未来を輝かせる 百枝 義雄∥著
ソフトバンククリエイ
ティブ

2012.7 379.9モ

クッキングパパの男のスタンダード・レシピ うえやま とち∥著 講談社 2015.6 596ウ

“手もみ”で簡単！子どもとつくる毎日ごは
ん

小磯 ふきこ∥著 赤ちゃんとママ社 2011.12 596コ

パパごはんの感動レシピ 小林 まさみ∥監修・料理 成美堂出版 2014.5 596パ
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●貸出数・貸出期間 図書：10冊 視聴覚資料：３本 １５日以内
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