
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 いかにして問題をとくか
G.ポリア／著
柿内 賢信／訳

丸善株式会
社出版事業
部

1975 4107/2/(中央)

2 生きがいについて
神谷 美恵子／著

みすず書房 2004 113/1/

3 宇宙飛行士になる勉強法
山崎 直子／著 中央公論

新社
2012 C538/9/(中央)

4 ウラニウム戦争　　核開発を競った科学者たち
アミール・D.アクゼル／著
久保 儀明／訳

青土社 2009 5597/11/

5 オイラーの贈物　　人類の至宝eiπ=-1を学ぶ
吉田 武／著

海鳴社 1993 4100/27/

6 オオカミ王ロボ
アーネスト・T.シートン／文・絵
今泉 吉晴／訳・解説

童心社 2009 J480/ｼｱ/(中央)

7 科学と仮説
ポアンカレ／著
河野 伊三郎／訳

岩波書店 1989 401/P76/(中央)

8 科学と科学者のはなし　　寺田寅彦エッセイ集
寺田 寅彦／[著]
池内 了／編

岩波書店 2000 J404/ﾃﾄ/(中央)

9 科学の発見
スティーヴン・ワインバーグ／著
赤根 洋子／訳

文藝春秋 2016 402/27/

10 学問の発見　　創造こそ最高の数学人生
広中 平祐／著

佼成出版社 1992 2891/ﾋﾍ  1/(東部)

11 数の悪魔　　算数・数学が楽しくなる12夜
エンツェンスベルガー／著
ベルナー／絵

晶文社 1998 J410/ｴﾊ/(中央)

12 奇跡の脳
ジル・ボルト・テイラー／[著]
竹内 薫／訳

新潮社 2009 49137/170/(東部)

13 ゲーテ形態学論集　動物篇
ゲーテ／著
木村 直司／編訳

筑摩書房 2009 999731(東部)

14 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 J402/ｲﾕ/(中央)

15 賢治と鉱物　　文系のための鉱物学入門
加藤 碵一／著
青木 正博／著

工作舎 2011 91026/ﾐｹ 179/(東部)

16 元素をめぐる美と驚き　　周期表に秘められた物語
ヒュー・オールダシー=ウィリアムズ／
著
安部 恵子／訳

早川書房 2012 43111/10/

17 原色牧野日本植物図鑑
牧野 富太郎／著

北隆館 1985 4703/9/

18 苔とあるく
田中 美穂／著
伊沢 正名／写真

WAVE出版 2007 47504/1/(東部)

　　　　　　　　　千葉県立西部図書館展示　令和２年２月２２日（土）～５月１４日（木）

　「科学
カガク

道
ドウ

100冊
サツ

2019」展示
テンジ

資料
シリョウ

リスト
「科学道１００冊２０１９」のうち、県立図書館所蔵の資料を展示しています。

中央：県立中央図書館所蔵
東部：県立東部図書館所蔵
　　　　それ以外は西部図書館所蔵
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19 Cosmos　上
カール・セーガン／著
木村 繁／訳

朝日新聞社 1980 4404/SE17/1(中央)

20 Cosmos　下
カール・セーガン／著
木村 繁／訳

朝日新聞社 1980 4404/SE17/2(中央)

21 ご冗談でしょう、ファインマンさん　上
R.P.ファインマン／著
大貫 昌子／訳

岩波書店 2000 2893/ﾌﾘ  4/1(東部)

22 ご冗談でしょう、ファインマンさん　下
R.P.ファインマン／著
大貫 昌子／訳

岩波書店 2000 2893/ﾌﾘ  4/2(東部)

23 サイエンス・インポッシブル　　SF世界は実現可能か
ミチオ・カク／著
斉藤 隆央／訳

日本放送
出版協会

2008 404/214/(東部)

24 サイバネティックス　　動物と機械における制御と通信
ウィーナー／[著]
池原 止戈夫／訳

岩波書店 2011 00711/1/(中央)

25 錆と人間　　ビール缶から戦艦まで
ジョナサン・ウォルドマン／著
三木 直子／訳

築地書館 2016 56676/4/

26 システムの科学
ハーバート・A・サイモン／著
稲葉 元吉／訳

パーソナルメディア 1999 401/5/

27 種の起源　上
ダーウィン／著
渡辺 政隆／訳

光文社 2009 4675/69/1(東部)

28 種の起源　下
ダーウィン／著
渡辺 政隆／訳

光文社 2009 4675/69/2(東部)

29 数学する身体
森田 真生／著

新潮社 2015 4104/56/(東部)

30
数字はわたしのことば
　　ぜったいにあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマン

シェリル・バードー／文
バーバラ・マクリントック／絵

ほるぷ出版 2019 J289/ｼｿ/(中央)

31 生物の驚異的な形
エルンスト・ヘッケル／著
小畠 郁生／日本語版監修

河出書房新社 2009 46087/2/

32
せいめいのれきし
　　地球上にせいめいがうまれたときからいままでのおはなし

バージニア・リー・バートン／文・絵
いしい ももこ／訳

岩波書店 2015 J460/ﾊｳ/(中央)

33 世界で一番美しい元素図鑑
セオドア・グレイ／著
ニック・マン／写真

創元社 2010 43111/8/

34 世界でさいしょのプログラマー　　エイダ・ラブレスのものがたり
フィオナ・ロビンソン／さく
せな あいこ／やく

評論社 2017 J289/ﾗｴ/(中央)

35 世界の発明発見歴史百科
テリー・ブレヴァートン／著
日暮 雅通／訳

原書房 2015 5071/21/(東部)

36 世界を変えた50人の女性科学者たち
レイチェル・イグノトフスキー／著
野中 モモ／訳

創元社 2018 J402/ｲﾚ/(中央)

37 零の発見　　数学の生いたち
吉田 洋一／著

岩波書店 1979 4102/Y86/(中央)

38 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 404/30/(東部)
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39 素数の音楽
マーカス・デュ・ソートイ／著
冨永 星／訳

新潮社 2005 412/15/

40 ソフィーの世界　　哲学者からの不思議な手紙
ヨースタイン・ゴルデル／著
池田 香代子／訳

日本放送
出版協会

1995 94963/G68/

41 ソロモンの指環　　動物行動学入門
コンラート・ローレンツ／著
日高 敏隆／訳

早川書房 1987 4817/25/

42 ダーウィンと出会った夏
ジャクリーン・ケリー／作
斎藤 倫子／訳

ほるぷ出版 2011 J933/ｹｼ/(中央)

43 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

NHK出版 2016 421/23/

44 旅人　　ある物理学者の回想
湯川 秀樹／[著]

角川書店 1979 2891/Y97/(中央)

45 だれが原子をみたか
江沢 洋／[著]

岩波書店 1980 J420/E96/(中央)

46 タングステンおじさん　　化学と過ごした私の少年時代
オリヴァー・サックス／著
斉藤 隆央／訳

早川書房 2003 2893/ｻｵ  2/(東部)

47 チューリング　　情報時代のパイオニア
B.ジャック・コープランド／著
服部 桂／訳

NTT出版 2013 2893/ﾁｱ  2/(東部)

48 粒でできた世界
結城 千代子／著
田中 幸／著

太郎次郎社
エディタス 2014 J431/ﾕﾁ/(中央)

49 妻を帽子とまちがえた男
オリバー・サックス／著
高見 幸郎／訳

晶文社 1992 4937/302/

50 定理が生まれる　　天才数学者の思索と生活
セドリック・ヴィラーニ／著
池田 思朗／訳

早川書房 2014 4104/48/

51 道具と機械の本　　てこからコンピューターまで
D.マコーレイ／[著]
歌崎 秀史／訳

岩波書店 1999 J530/ﾏﾃ/(中央)

52
届かなかった手紙
　　原爆開発「マンハッタン計画」科学者たちの叫び

大平 一枝／著
KADOKAWA 2017 5597/15/(東部)

53 人間
加古 里子／ぶん え

福音館書店 1995 J491/ｶｻ/(中央)

54 ねじとねじ回し　　この千年で最高の発明をめぐる物語
ヴィトルト・リプチンスキ／著
春日井 晶子／訳

早川書房 2003 53144/3/

55 脳のなかの幽霊
V.S.ラマチャンドラン／著
サンドラ・ブレイクスリー／著

角川書店 1999 49137/53/(東部)

56 裸のサル　　動物学的人間像
デズモンド・モリス／著
日高 敏隆／訳

河出書房新社 1983 469/MO65/(東部)

58 微生物の狩人　上
ポール・ド・クライフ／著
秋元 寿恵夫／訳

岩波書店 1980 4917/KU52/1

59 微生物の狩人　下
ポール・ド・クライフ／著
秋元 寿恵夫／訳

岩波書店 1980 4917/KU52/2
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60 ファーブル昆虫記　第1巻上　完訳
ジャン=アンリ・ファーブル／著
奥本 大三郎／訳

集英社 2005 486/8/1  -1

61 ファーブル昆虫記　第1巻下　完訳
ジャン=アンリ・ファーブル／著
奥本 大三郎／訳

集英社 2005 486/8/1  -2

62 フィボナッチ　　自然の中にかくれた数を見つけた人
ジョセフ・ダグニーズ／文
ジョン・オブライエン／絵

さ・え・ら書
房 2010 J289/ﾌﾚ/(中央)

63
フェルマーの最終定理
　　ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで

サイモン・シン／[著]
青木 薫／訳

新潮社 2000 4122/3/

64 ふしぎなたね
安野 光雅／作

童話屋 1992 JE/ｱﾐ/(中央)

65 不思議の国のトムキンス　ガモフ全集　1
ジョージ・ガモフ／著

白揚社 1987 408/G18/1

66 物理学とは何だろうか　下
朝永 振一郎／著

岩波書店 1979 4202/TO62/1(中央)

67 物理学とは何だろうか　上
朝永 振一郎／著

岩波書店 1979 4202/TO62/2(中央)

68 フラットランド　　たくさんの次元のものがたり
E.A.アボット／著
竹内 薫／訳

講談社 2017 4152/4/(東部)

69 フンボルトの冒険　　自然という<生命の網>の発明
アンドレア・ウルフ／著
鍛原 多惠子／訳

NHK出版 2017 2893/ﾌｱ  17/(東部)

70 ホーキング、宇宙を語る　　ビッグバンからブラックホールまで
S・W・ホーキング／著
林 一／訳

早川書房 1989 4439/H82/

71 星屑から生まれた世界　　進化と元素をめぐる生命38億年史
ベンジャミン・マクファーランド／著
渡辺 正／訳

化学同人 2017 461/17/

72 ほしのはじまり　　決定版星新一ショートショート
星 新一／著
新井 素子／編

角川書店 2007 9136/ﾎｼ  3/(東部)

73 マリー・キュリー　　新しい自然の力の発見
ナオミ・パサコフ／著
西田 美緒子／訳

大月書店 2007 2893/ｷﾏ  7/(東部)

74 「無限」に魅入られた天才数学者たち
アミール・D.アクゼル／著
青木 薫／訳

早川書房 2002 4109/65/

75 ラボ・ガール　　植物と研究を愛した女性科学者の物語
ホープ・ヤーレン／著
小坂 恵理／訳

化学同人 2017 2893/ﾔﾎ  1/(東部)

76 利己的な遺伝子
リチャード・ドーキンス／[著]
日高 敏隆／[ほか]訳

紀伊國屋書店 2018 4672/36/

77 ロウソクの科学
ファラデー／著
竹内 敬人／訳

岩波書店 2010 4304/7/(中央)

78 ロケットガールの誕生　　コンピューターになった女性たち
ナタリア・ホルト／著
秋山 文野／訳

地人書館 2018 5389/73/(東部)

79 若き数学者への手紙
イアン・スチュアート／著
冨永 星／訳

日経BP社 2007 4104/33/

4 / 4 


