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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

科学の扉をノックする 小川洋子／著 集英社 2011.3 404オ

女子中学生の小さな大発見　ｓｐｅｃｉａｌ ｅｄｉｔｉｏｎ 清邦彦／著 メタモル出版 2010.8 404セ

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

女性のためのやさしい数学　実生活ですぐ役立つ！
木村美紀／著,秋山仁／
監修

ブックマン社 2008.3 410.4キ

数学ガール シリーズ 結城浩／著
ソフトバンククリエイ
ティブ

410.4ユ

キュリー夫人の理科教室
Ｉｓａｂｅｌｌｅ Ｃｈａｖａｎｎｅｓ／
〔著〕,吉祥瑞枝／監修,岡田
勲／ほか共訳

丸善 2004.11 420.7シ

いのちの音がきこえますか
女子高生のための生命科学の本

柳沢桂子／著 ユック舎 2002.1 460ヤ

もっと！おうちの科学
暮らしに効く５５のおいしい知恵となるほどコラム

内田麻理香／著,赤塚千
賀子／イラスト

丸善出版 2013.7 592ウ

おうちの科学
暮らしに効くおいしい！うれしい！なるほど！サイエンス

内田麻理香／著,赤塚千
賀子／イラスト

丸善出版 2011.12 592ウ

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
台所は研究室！

内田麻理香／監修 主婦と生活社 2008.6 K407マ

おもしろい！料理の科学 平松サリー／著 講談社 2017.1 K498ヒ

　　 どんな先輩がいるの？
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

人はなぜ星を見上げるのか　星と人をつなぐ仕事 高橋真理子／著 新日本出版社 2016.8 289.1タ

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

キュリー夫人の玉手箱　科学は素敵がいっぱい
吉祥瑞枝／著,藤嶋昭／監
修,東京応化科学技術振興
財団／編

東京書籍 2012.6 289.3キ

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

わたしたちも受験生だった
気象予報士この仕事で生きていく

ウェザーマップ／編 遊タイム出版 2010.9 451.2ワ

深海の女王がゆく
水深一〇〇〇メートルに見たもうひとつの地球

シルビア・アール／著,伯
耆友子／訳

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

2010.7 468.8ア

わたしはイルカのお医者さん　海獣ドクター奮闘記 勝俣悦子／編 岩波書店 2005.4 489ワ

ダイバーシティが工学の未来を拓く２０１７
女性研究者ロールモデル集

名古屋工業大学男女共同
参画推進センター／編集

名古屋工業大学男女共
同参画推進センター

2016.10 D377ダ

        

児童・学生向け 
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挑戦する女性研究者たち２
名古屋市立大学女性研究者ロールモデル集

名古屋市立大学男女共同
参画室・女性研究者支援室
／編

名古屋市立大学男女共
同参画室・女性研究者支
援室

2013.7 D407ナ

理系女性のきらめく未来
他分野で活躍する女性たちロールモデル集　第４版

科学技術振興機構男女
共同参画ワーキンググ
ループ

2012.8 D407リ

向井千秋　日本人初の女性宇宙飛行士
小川容子／作,橋本るい／
画,手塚プロダクション／著,
宇宙開発事業団／監修

コミックス  2002.10 T289ム

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

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

研究するって面白い！　科学者になった１１人の物語 伊藤由佳理／編著 岩波書店 2016.10 T402ケ

わたし、獣医になります！　アメリカ動物病院記 井上夕香／著 ポプラ社 2007.11 T916イ

人生を切りひらいた女性たち１　医療・科学編 池内了／監修 教育画劇 2016.2 K280ジ

２０世紀のすてきな女性たち3　科学に魅せられて 岩崎書店 2000.4 K280ニ

海辺の宝もの
ヘレン・ブッシュ／著,鳥見
真生／訳,佐竹美保／画

あすなろ書房 2012.4 K289ア

わたしは海獣のお医者さん 勝俣悦子／著 岩崎書店 2008.11 K489カ

医者になりたい　夢をかなえた四人の女性
島田和子／作,北住ユキ
／絵

新日本出版社 2015.3 K490シ

なおこ、宇宙飛行士になる
山崎直子／作,松井晴美
／絵

角川書店 2010.9 K538ヤ

木の声が聞こえますか
日本初の女性樹木医・塚本こなみ物語

池田まき子／著 岩崎書店 2010.4 K654イ

★☆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。 
 

    ★☆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） 

ま
ず
は
ネ
ッ
ト
で
検
索
！
 

違うシリーズで同じ人物を取り上げたりし

ているので、読み比べてみるのもおもしろ

いかも。 

他にもいろいろあるので、興味があったら

職員に訊いてみてね。                       



理系選択を考えるあなたに
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

女子高生のための進学バイブル
大学選び・大学生活・就活・仕事…あなたの気になる疑問
にすべて答えます！

日経ＢＰ社 2015.1 L376.8ジ

エンジニア物語　未来を拓く高専のチカラ
国立高等専門学校機構マン
ガで伝える「エンジニアの
姿」実施委員会／編

平凡社 2014.6 377.3エ

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

理系なお姉さんは苦手ですか？
理系な女性１０人の理系人生カタログ

内田麻理香／著,高世え
り子／絵

技術評論社 2011.9 407ウ

理系の女の生き方ガイド
女性研究者に学ぶ自己実現法

宇野賀津子／著,坂東昌
子／著

講談社 2000.10 407ウ

科学を選んだ女性たち
おもしろそうでワクワク、探求心ウキウキ

Ｗ．Ａ．スピンクス／監修,
松本和子／監修

オーム社 2008.11 407カ

素敵にサイエンス　先生編
かがやき続ける女性キャリアを目指して

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
かがやき続ける女性キャリアを目指して

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
かがやき続ける女性キャリアを目指して

鳥養映子／編著,横山広
美／編著

近代科学社 2008.5 407ス

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

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

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

科学者たちの奇妙な日常 松下祥子／著 日本経済新聞出版社 2008.12 407マ

宇宙女子
加藤シルビア／著,黒田
有彩／著

集英社インターナショ
ナル

2015.1 420.4カ

シルヴィアの量子力学
シルヴィア・アローヨ・カメ
ホ／〔著〕,小谷正博／訳

岩波書店 2009.2 421.3ア

海のプロフェッショナル　海洋学への招待状
窪川かおる／編,女性海
洋研究者チーム／著

東海大学出版会 2010.11 452ウ

クレーンガール 岡田舞子／著 メディアファクトリー 2009.2 510.9オ

土木女子！ 清文社編集部／編 清文社 2014.9 510.9ド

理系学術研究者になるには 佐藤成美／著 ぺりかん社 2016.2 T366.2ナ

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

宇宙を仕事にしよう！ 村沢譲／著 河出書房新社 2016.11 T538ム

　　ちょっと一息
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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,横
山啓明／訳

文芸春秋 2012.3 407ダ

理系女子（リケジョ）あるある
愛すべき！？リケジョの生態公開

みやーん／著,村沢綾香／
絵,理系女子大生コミュニティ
凛／協力

トランスワールドジャ
パン

2013.7 407ミ

http://3.bp.blogspot.com/-KWoDv_DTebY/UWgWUHqfceI/AAAAAAAAQAM/LF-vpCh5NTA/s1600/cafe_mark.png


星空がもっと好きになる
 ガールズ・スターウォッチング・ブック

駒井仁南子／著 誠文堂新光社 2011.10 442コ

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

虫めづる姫君　堤中納言物語 蜂飼耳／訳 光文社 2015.9 913.3ム

国を救った数学少女
ヨナス・ヨナソン／著,中村
久里子／訳

西村書店 2015.7 949.8ヨ

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

レイチェル・カーソンはこう考えた 多田満／著 筑摩書房 2015.9 Ｔ519タ

算法少女 遠藤寛子／著 筑摩書房 2006.8 T913.6エ

ダーウィンと出会った夏／ダーウィンと旅して
ジャクリーン・ケリー／作,
斎藤倫子／訳

ほるぷ出版 T933ケ

ママはお医者さん
あさのあつこ／作,本田亮
／絵

講談社 2015.12 K498ア

いつもみていた
ゆめをかなえた女の子ジェーン・グドール

ジャネット・ウィンター／
作,まえざわあきえ／訳

福音館書店 2012.10 Ｅウ

いのちあふれる海へ　海洋学者シルビア・アール
クレア・Ａ・ニヴォラ／さく,
おびかゆうこ／やく

福音館書店 2013.4 Ｅニ

しっぱいなんかこわくない！
アンドレア・ベイティー／
作,デイヴィッド・ロバーツ
／絵

絵本塾出版 2017.6 Ｅベ

どうぶつがすき
パトリック・マクドネル／さ
く,なかがわちひろ／やく

あすなろ書房 2011.9 Ｅマ

リケジョ的コミック
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

衛星（サテライト）ガール 穐山きえ／著 講談社 2015.8 Ｃア

真夜中のこじか　全５巻
北原雅紀／原作,あおき
てつお／漫画

小学館 Ｃア

ブレーメンⅡ　全４巻 川原泉／著 白泉社 Ｃカ

動物のお医者さん　全８巻 佐々木倫子／著 白泉社 Ｃサ

数学と文系ちゃん　役に立つ数学のススメ タテノカズヒロ／著 少年画報社 2016.5 Ｃタ

ハルロック　全４巻 西餅／著 講談社 Ｃニ

となりのロボット 西ＵＫＯ／著 秋田書店 2014.11 Ｃニ

ドボジョ！　全３巻 松本小夢／著 講談社 Ｃマ

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー
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