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　　身近なところに「理系」あり
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

サイエンスカフェにようこそ！
科学と社会が出会う場所　１～５

滝沢公子／編著,室伏き
み子／編著

富山房インターナショ
ナル

404サ

科学の扉をノックする 小川洋子／著 集英社 2011.3 404オ

気になる科学 調べて、悩んで、考える 元村有希子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.6 404モ

数学にときめく　あの日の授業に戻れたら
新井紀子／著,ムギ畑／
編

講談社 2002.6 410.4ア

生命科学者ノート 中村桂子／著 岩波書店 2000.3 460.4ナ

科学者ママｎｉｃｋｙのなるほど段ちがい！お料理
ノート

ｎｉｃｋｙ／著 主婦と生活社 2013.6 596ニ

いのちと環境　人類は生き残れるか 柳沢桂子／著 筑摩書房 2011.8 Ｔ519ヤ

理系選択を考える
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

理系生活　先輩理系人からのキャリアアドバイス
日本セラミックス協会／
編

学事出版 2015.4 366.2リ

光できらめく理系女性たち
理想のワークライフバランスを目指して

小舘香椎子／監修 オプトロニクス社 2007.8 366.7ヒ

リケダン、リケジョの育てかた
中学生までで決まる！

安達誠／著 保育社 2011.4 379.9ア

女の子の学力を大きく伸ばす育て方
環境次第で文系も理系も好きに、得意になる！

江藤真規／著 すばる舎 2016.6 379.9エ

科学技術社会論研究７　女性と科学技術
科学技術社会論学会編
集委員会／編

玉川大学出版部 2009.10 405ジ

娘に「リケジョになりたい！」と言われたら
文系の親に知ってほしい理系女子の世界

秋田直美／著
ダイヤモンド・ビッグ
社

2014.11 407ア

きらめくチャンスをつかまえて！
理工系は女性の可能性を広げる

小舘香椎子／著,小舘尚
文／著

アドスリー 2017.3 407コ

サイエンスに挑む女性像
「女性研究者マルチキャ
リアパス支援モデル」プロ
ジェクト／編

アドスリー 2009.6 407サ

理系に行こう！　女子中高生のための理系案内 都河明子／著 九天社 2006.8 407ツ

翔（はばた）く　女性研究者の能力発揮 都河明子／著 ドメス出版 2004.4 407ツ

理系女子的生き方のススメ 美馬のゆり／著 岩波書店 2012.12 Ｔ407ミ

理系のための研究生活ガイド
テーマの選び方から留学の手続きまで　第２版

坪田一男／著 講談社 2010.2 407ツ

理系のための人生設計ガイド
経済的自立から教授選、会社設立まで

坪田一男／著 講談社 2008.4 407ツ

なぜ理系に進む女性は少ないのか？
トップ研究者による１５の論争

Ｓ．Ｊ．セシ／ほか編,大隅
典子／訳

西村書店 2013.6 407ナ

        

おとな向け 
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　　リケジョ古今東西
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ　ｆｏｒ　ＷＯＭＥＮ Ｖｏｌ．７
リケジョできらきら働く

ジャパンタイムズ 2015.9 Ｌ051.7ザ

才女の歴史
古代から啓蒙時代までの諸学のミューズたち

マルヨ・Ｔ・ヌルミネン／著,
日暮雅通／訳

東洋書林 2016.4 283ヌ

海と女とメタンハイドレート
青山千春博士ができるまで

青山千春／著,青山繁晴
／著

ワニ・プラス 2013.9 289.1ア

いのちの科学を紡いで　薬剤耐性菌の化学・タンパ
ク質化学・微生物のゲノム科学・宇宙医学への道のり

太田敏子／著 ドメス出版 2015.12 289.1オ

ある女性科学者の一世紀 岡本歌子／著 ドメス出版 2008.12 289.1オ

白衣と花ひとすじ　川嶌ミツヱ百寿記念
川嶌ミツヱ／ほか著,川嶌
真人／監修

梓書院 2010.6 289.1カ

元祖おじんギャルの定年　獣医学を志して 鍵山直子／著 アドスリー 2001.12 289.1カ

女が学者になるとき 倉沢愛子／著 草思社 1998.9 289.1ク

猿橋勝子という生き方 米沢富美子／著 岩波書店 2009.4 289.1サ

白梅のように　化学者丹下ウメの軌跡
蟻川芳子／共著,宮崎あ
かね／共著

化学工業日報社 2011.11 289.1タ

幕末の女医、松岡小鶴
１８０６－７３,柳田国男の祖母の生涯とその作品

松岡小鶴／著,門玲子／
編著

藤原書店 2016.8 289.1マ

物理学者湯浅年子の肖像
Ｊｕｓｑｕ’ａｕ ｂｏｕｔ最後まで徹底的に

山崎美和恵／編著 梧桐書院 2009.5 289.1ユ

人生は、楽しんだ者が勝ちだ 米沢富美子／著 日本経済新聞出版社 2014.6 289.1ヨ

メアリー・アニングの冒険
恐竜学をひらいた女化石屋

吉川惣司／著,矢島道子
／著

朝日新聞社 2003.11 289.3ア

レイチェル＝カーソン 太田哲男／著 清水書院 2016.2 289.3カ

マリー・キュリーの挑戦
科学・ジェンダー・戦争　改訂

川島慶子／著 トランスビュー 2016.10 289.3キ

サメ博士ジニーの冒険　魚類学者ユージニ・クラーク
エレン・Ｒ・バッツ／ほか
著,笠井逸子／訳

新宿書房 2003.4 289.3ク

ある女性天文学者の生涯
私の娘ベアトリス・ティンズリーの手紙

エドワード・ヒル／著,古川
路明／ほか訳

七つ森書館 2004.12 289.3テ

世界最初の女性医師
エリザベス・ブラックウェルの一生

レイチェル・ベイカー／著,
大原武夫／ほか訳

日本女医会 2002.5 289.3ブ

ノーベル賞学者バーバラ・マクリントックの生涯
動く遺伝子の発見

ＲＡＹ．ＳＰＡＮＧＥＮＢＵＲ
Ｇ／著,ＤＩＡＮＥ．ＫＩＴ．Ｍ
ＯＳＥＲ／著

養賢堂 2016.8 289.3マ

リーゼ・マイトナー
嵐の時代を生き抜いた女性科学者

Ｒ．Ｌ．サイム／著,米沢富
美子／監修,鈴木淑美／
訳

シュプリンガー・フェア
ラーク東京

2004.3 289.3マ

リーヴィット　宇宙を測る方法

ジョージ・ジョンソン／著,
渡辺伸／監修,槙原凛／
訳

ＷＡＶＥ出版 2007.11 289.3リ

アメリカ最初の女性化学者エレン・リチャーズ
レイク・プラシッドに輝く星

Ｅ．Ｍ．ダウティー／著,住
田和子／共訳,鈴木哲也
／共訳

ドメス出版 2014.5 289.3リ

美しき未完成　ノーベル賞女性科学者の回想

リタ・レーヴィ＝モンタル
チーニ／著,藤田恒夫／
ほか訳

平凡社 1990.8 289.3レ

宇宙女子　こうして私は宇宙をシゴトにした 蒼竜社 2012.3 366.2ウ



科学する心　日本の女性科学者たち
岩男寿美子／編,原ひろ
子／編

日刊工業新聞社 2007.11 402.1イ

拓く　日本の女性科学者の軌跡
都河明子／著,嘉ノ海暁
子／著

ドメス出版 1996.11 402.1ツ

理系の扉を開いた日本の女性たち
ゆかりの地を訪ねて

西条敏美／著 新泉社 2009.6 402.1サ

女子理学教育をリードした女性科学者たち
黎明期・明治期後半からの軌跡

蟻川芳子／監修,日本女
子大学理学教育研究会
／編

明石書店 2013.2 402.1ジ

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

エミリー・デュ・シャトレとマリー・ラヴワジエ
１８世紀フランスのジェンダーと科学

川島慶子／著 東京大学出版会 2005.5 402.3カ

男装の科学者たち
 ヒュパティアからマリー・キュリーへ

マーガレット・アーリク／
著,上平初穂／ほか訳

北海道大学図書刊行
会

1999.5 402.8ア

２０世紀の女性科学者たち
ルイス・ハーバー／著,石
館三枝子／ほか訳

晶文社 1989.10 402.8ハ

ノーベル・フラウエン　素顔の女性科学者
Ｕ・フェルシング／著,田沢
仁／ほか訳

学会出版センター 1996.11 402.8フ

お母さん、ノーベル賞をもらう
科学を愛した１４人の素敵な生き方

シャロン・バーチュ・マグ
レイン／著,中村友子／訳

工作舎 1996.9 402.8マ

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,西
田美緒子／訳

近代科学社 2009.6 404ア

センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソン／著,
上遠恵子／訳

新潮社 1996.7 404カ

女性を宇宙は最初につくった 佐治晴夫／著 春秋社 2009.3 404サ

ダークマターと恐竜絶滅　新理論で宇宙の謎に迫る

リサ・ランドール／著,向
山信治／監訳,塩原通緒
／訳

ＮＨＫ出版 2016.3 421ラ

宇宙の扉をノックする
リサ・ランドール／著,向
山信治／監訳,塩原通緒
／訳

ＮＨＫ出版 2013.11 421ラ

ワープする宇宙 ５次元時空の謎を解く

リサ・ランドール／著,向
山信治／監訳,塩原通緒
／訳

日本放送出版協会 2007.6 421ラ

虫たちの謎めく生態
女性ナチュラリストによる新昆虫学

スー・ハベル／著,中村凪
子／訳

早川書房 1997.5 486.1ハ

継続は力なり
女性土木技術者のためのキャリアガイド

土木学会教育企画・人材育
成委員会ダイバーシティ推
進小委員会／編集

土木学会 2013.1 510.4ケ

         
        ★☆理系に進学することを考えているとき参考になるサイトを紹介します☆★ 
 
   ・内閣府男女共同参画局 リコチャレ         http://www.gender.go.jp/c-challenge/  
   ・国立研究開発法人 科学技術振興機構        http://www.jst.go.jp/    
   ・日本学術振興会 ひらめき☆ときめきサイエンス  https://cp11.smp.ne.jp/gakujutu/seminar#03chubu 

   ・一般社団法人 理系女子未来創造プロジェクト    https://rikejocafe.jp/ 
   ・国立大学５４工学系学部               http://www.mirai-kougaku.jp/ 
   ・名古屋大学理系女子コミュニティ あかりんご隊     https://acalingo.jimdo.com/ 
   ・名古屋工業大学・豊田工業大学連携 NITTＲＩＫＥＪＯ   http://www.rikejo.org/PC/index.html 
   ・理系女学生団体 リケチェン           http://rikechen.com/rikechentoha/gaiyou.html 
   ・Ｒｉｋｅｊｏ                   http://www.rikejo.jp/  
 

                                                          （2017/10/21確認） 
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ちょっと一息
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

フェミニズムと科学／技術 小川真里子／著 岩波書店 2001.11 404オ

ジェンダーは科学を変える！？
ロンダ・シービンガー／
著,小川真里子／ほか訳

工作舎 2002.1 404シ

科学の目科学のこころ 長谷川真理子／著 岩波書店 1999.7 404ハ

和算書「算法少女」を読む 小寺裕／著 筑摩書房 2009.11 419.1コ

ゲノムの見る夢　中村桂子対談集　増補新版 中村桂子／著 青土社 2015.7 460.4ナ

できそこないの男たち 福岡伸一／著 光文社 2008.10 467.3フ

なぜ男は女より早く死ぬのか
生物学から見た不思議な性の世界

若原正己／著 ＳＢクリエイティブ 2013.12 481.3ワ

虫目で歩けば
虫愛づる姫君のむかしから、女子だって虫が好きでした。

鈴木海花／文
ブルース・インター
アクションズ

2010.3 486ス

おっぱいの進化史
浦島匡／著,並木美砂子
／著,福田健二／著

技術評論社 2017.2 489オ

算法少女 遠藤寛子／著 筑摩書房 2006.8 T913.6エ

　　リケジョなＤＶＤ
タイトル 著者 出版者 製作年 請求記号

樹木医塚本こなみの仕事
プロフェッショナル仕事の流儀

日本放送出版協会／企
画，制作

ＮＨＫエンタープライ
ズ（発行・販売）

2006
ＤＷエ
932

海獣医師勝俣悦子の仕事
プロフェッショナル仕事の流儀

日本放送出版協会／企
画，制作

ＮＨＫエンタープライ
ズ（発行・販売）

2006
ＤＷエ
1417

Ｗｏｍｅｎ Ｐｉｏｎｅｅｒｓ６ 女性先駆者たち

阿武喜美子 科学の世界に挑む

ＨＫＷ／制作・著作,大阪
府男女共同参画推進財
団／ＤＶＤ編集・制作

大阪府男女共同参画
推進財団（発売）

2011
ＤＷオ
1521

沈黙の春を生きて
ベトナム、アメリカ-いまだ癒えぬ枯葉剤の傷痕

坂田雅子／企画・監督
シグロ（販売）,紀伊國
屋書店（販売）

2011
ＤＷシ
1591

建設業夢を形にする世界　ｄｅｌａのお仕事探検隊

中部圏建設担い手育成
ネットワーク協議会／制
作

中部圏建設担い手育
成ネットワーク協議会

2015
ＤＷチ
1711

潮風の村から　ある女性医師の軌跡
山上千恵子／監督・脚
本・構成

ワーク・イン〈女たち
の歴史プロジェクト〉
（制作）

2013
ＤＷワ
1683

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

★☆伝記や仕事についての本は、シリーズものがあります☆★ 
 
・集英社「学習まんが 世界の伝記NEXT」シリーズ    
・ポプラ社「コミック版世界の伝記」シリーズ 
・ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉            
・理論社「こんな生き方がしたい」シリーズ 
・中経出版「教えて、先輩！私の職業」シリーズ      

・ぺりかん社「なるにはBOOKS」シリーズ                                           
                  などなど。 

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内● 
◯貸出 図書：１０冊  視聴覚資料：３点 （１５日以内） ◯利用時間 火～日 ９時～１９時 

◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （名古屋市東区上竪杉町１番地） 
※利用カードを作成される方は、運転免許証等、お名前・ご住所が確認できるものをお持ちください。 
 

「探したい資料がある！」   

「もっと詳しく調べたい！」 

そんな時は、カウンター職員に 

ご相談ください。 
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