
千葉県立西部図書館展示　２０１７年２月２３日（木）～４月２０日（木）

人体　ビジュアル

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

1 図録・人体の不思議
人体の不思議展監修委
員会　監修

インサイト 2005 4911/18/（中央）

2 人体
　（見て読んで調べるビジュアル&アクセス大図鑑シリーズ）

リチャード・ウォーカー
著

ランダムハウ
ス講談社

2007 4913/15/（中央）

3 人体　　（ビジュアルディクショナリー） DK＆同朋舎出版編集部 同朋舎出版 1993 4913/17/（中央）

4 人体　　（ビジュアル学習図鑑ディスカバリー）
マリー・ローズ 編集
顧問

金の星社 1998 J491/ｼﾝ/（中央）

5 人体探険
リチャード・ウォーカー
文

福音館書店 2002 J491/ｳﾘ/（中央）

6 からだの不思議図鑑 竹内 修二　監修 PHP研究所 2010 J491/ｶﾗ/（中央）

7 こども大図鑑人体
リチャード・ウォーカー
著

河出書房新社 2011 J491/ｺﾄ/（中央）

8 人体の驚異
レナルト・ニルソン
写真

小学館 1990 4913/103/（西部）

9 最高に美しい人体図鑑 奈良 信雄　監訳 エクスナレッジ 2014 4911/108/（西部）

10 カラーチャート人体の骨格 R.M.H.McMinn　[ほか]著 南江堂 1988 4911/KA62/（中央）

11 ザ・サイエンス・ヴィジュアル　9 スティーブ・パーカー　著 東京書籍 1994 4911/P16/（中央）

12 人体の図詳図鑑　　（大自然のふしぎ） 川上　親孝　編集 学研 1994 J491/ｼﾝ/（中央）

人体の不思議

13
親から子へ伝わる遺伝のしくみ
（チャートBOOKS）

美宅 成樹 著 数研出版 2007 J467/ﾐｼ/（中央）

14 からだをまもる免疫のふしぎ 日本免疫学会 編集 羊土社 2008 J491/ｶﾗ/（中央）

15 身体のからくり事典 杉崎 紀子 著 朝倉書店 2001 4913/274/（西部）

16 最新の毛髪科学 松崎 貴 [ほか]著
フレグランス
ジャーナル社

2003 49118/2/（西部）

人体のしくみと不思議

　知っているようで知らない、人体のしくみや働き。わたしたち人間の体にはまだわからないことが多くあります。
　今回は、この人体のしくみや不思議に関する資料を集めました。



No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

17 呼吸を科学する 西野 卓 著 克誠堂出版 2014 49133/3/（西部）

18 顔の百科事典 日本顔学会 編 丸善出版 2015 46943/5/（西部）

19
ヒトの「超」ひみつを知ろう
　（シリーズ楽しい科学）

ジュディス・ハーブスト 著 晶文社 1994 147/2/（東部）

20
からだビックリ!薬はこうしてやっと効く
　（知りたい!サイエンス）

中西 貴之　著 技術評論社 2009 4915/29/（東部）

21
大人が知らない子どもの体の不思議
　（ブルーバックス）

榊原 洋一　著 講談社 2008 4987/22/（東部）

22
知っているようで知らない免疫の話
　（知りたい!サイエンス）

西村 尚子　著 技術評論社 2010 4639/6/（東部）

23 人体の物語
ヒュー・オールダシー=
ウィリアムズ　著

早川書房 2014 4911/47/（東部）

24 ヒトはなぜ眠くなるのか 土肥 一郎　著 PHP研究所 1987 4913/D83/（東部）

25
「病は気から」の科学　Part 3
（ブルーバックス）

高田 明和　著 講談社 1995 493/TA28/3（中央）

26 人体スペシャルレポート　　（ブルーバックス） Quark　編 講談社 1987 4913/J52/（中央）

27 人体の不思議　　（講談社現代新書） 吉岡 郁夫　著 講談社 1986 4911/Y92/（東部）

28 人体のふしぎ　　（講談社カラー科学大図鑑） 田中 英彦　著 講談社 1980 J490/TA84/（中央）

29
からだのなぞ大発見
　（学習まんが・ふしぎシリーズ）

河合 一慶　著 小学館 1994 J491/ｶｲ/（中央）

30 人体　　（ふしぎ大好き!たんけん隊） スティーブ・パーカー　著 同朋舎出版 1994 J491/ﾊｽ/（中央）

31
ドクター・トミーのからだの本　２
やすまずはたらく心ぞうのひみつ

田沢 梨枝子　絵 小峰書店 1993 J491/ﾄｸ/2（中央）

美術解剖学

32 イラストで学ぶ美術解剖学
アンドラス・スンニョギイ
イラスト

グラフィック社 2009 7015/8/（西部）

33 触ってわかる美術解剖学 アンソニー・アペソス　著 マール社 2012 7015/9/（西部）

34 人体を測る 小原 二郎　ほか著
日本出版サービ
ス

1986 5018/J52/（中央）

スポーツと人体

35 目でみる筋力トレーニングの解剖学 フレデリック・ドラヴィエ 著 大修館書店 2002 78019/24/（西部）

36 ストレッチングアナトミィ フレデリック・ドラヴィエ 著 ガイアブックス 2016 7814/6/（西部）

37 格闘技の科学　　（サイエンス・アイ新書 物理） 吉福 康郎 著
ソフトバンクク
リエイティブ

2011 789/26/（東部）



No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

38 実物大 人体図鑑　2 坂井 建雄 監修
ベースボー
ル・マガジン社

2010 J491/ｼﾂ/2（中央）

39 骨と筋肉大図鑑　1 松下　清　編集 学研教育出版 2012 J481/ﾎﾈ/1（中央）

40 骨と関節の不思議 今井 望 著
東海大学出版
会

2000 49136/5/（西部）

41 筋肉はふしぎ　　（ブルーバックス） 杉 晴夫 著 講談社 2003 49136/16/（東部）

42 まんが驚異の小宇宙人体　3 ひきの 真二  まんが 小学館 1995 J491/ﾋｼ/3（中央）

43
ドクター・トミーのからだの本　7
からだを動かすほねと筋肉

田沢 梨枝子 絵 小峰書店 1994 J491/ﾄｸ/7（中央）

人体入門

44 カラー図解人体の正常構造と機能 坂井 建雄　総編集
日本医事新報
社

2012 491/1/（中央）

45 からだのしくみとはたらき グウィン・ビバース　文 西村書店 2000 J491/ｳｸ/（中央）

46 驚異の人体 デビッド・マコーレイ　著 ほるぷ出版 2009 J491/ﾏﾃ/（中央）

47 トートラ人体の構造と機能
GERARD J.TORTORA
[著]

丸善出版 2012 4911/94/（西部）

48 解体新書 [クルムス　著] 西村書店 2016 4911/111/（西部）

49
人体
　（児童図書館・科学の部屋 シリーズ・世界をひらく窓）

スティーブ・パーカー
[著]

評論社 1989 J490/P16/（中央）

50 まんが驚異の小宇宙人体　1 ひきの 真二　まんが 小学館 1995 J491/ﾋｼ/1（中央）

51 まんが驚異の小宇宙人体　2 ひきの 真二　まんが 小学館 1995 J491/ﾋｼ/2（中央）

52 からだ　　（はじめてのえほん図館） 伊東 美貴　絵 学研 1994 JE/ｲﾐ/（中央）

53 口腔解剖学 脇田 稔 監修 医歯薬出版 2009 49114/1/（西部）

54 からだの地図帳解剖学用語 佐藤 達夫 監修 講談社 2016 49110/5/（東部）

55
ドクター・トミーのからだの本　３
口と歯のはたらき

田沢 梨枝子 絵 小峰書店 1993 J491/ﾄｸ/3（中央）

56
ドクター・トミーのからだの本　８
耳鼻口のどのはたらき

田沢 梨枝子 絵 小峰書店 1994 J491/ﾄｸ/8（中央）

57 血液の知識 宮地 勇人 著
東海大学出版
会

2002 49132/5/（西部）

58
とっても気になる血液の科学
　（知りたい!サイエンス）

奈良 信雄 著 技術評論社 2010 49132/8/（東部）

59
ドクター・トミーのからだの本　６
からだをめぐる血とさんそ

田沢 梨枝子 絵 小峰書店 1993 J491/ﾄｸ/6（中央）



人の感覚

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号（所蔵館）

60 感覚器のしくみ　　（学習図鑑:からだのひみつ） 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1998 J491/ｶﾝ/（中央）

61 左ききの神経心理学 八田 武志 著 医歯薬出版 1996 4913/267/（西部）

62 「見る」とはどういうことか　　（DOJIN選書） 藤田 一郎 著 化学同人 2007 49137/107/（西部）

63 人は不思議な体験をどう語るか ロビン・ウーフィット 著 大修館書店 1998 80104/12/（東部）

64 人はなぜ泣き、なぜ泣きやむのか? トム・ルッツ 著 八坂書房 2003 1416/32/（東部）

65 皮膚感覚の不思議　　（ブルーバックス） 山口 創 著 講談社 2006 14124/3/（東部）

66
痛みと鎮痛の基礎知識　上
（知りたい!サイエンス）

小山 なつ 著 技術評論社 2010 49137/181/1（東部）

67
痛みと鎮痛の基礎知識　下
　（知りたい!サイエンス）

小山 なつ 著 技術評論社 2010 49137/181/2（東部）

68
あの人の声はなぜ魅力的なのか
　（知りたい!サイエンス）

鈴木 松美 著 技術評論社 2011 49136/22/（東部）

69 体内時計の謎に迫る　　（知りたい!サイエンス） 大塚 邦明 著 技術評論社 2012 4913/60/（東部）

70
興奮する匂い食欲をそそる匂い
　（知りたい!サイエンス）

新村 芳人 著 技術評論社 2012 49137/211/（東部）

71 「音」と身体(からだ)のふしぎな関係 セス・S.ホロウィッツ 著 柏書房 2015 49137/224/（東部）

72
ドクター・トミーのからだの本　４
どうして見えるの目のしくみ

田沢 梨枝子 絵 小峰書店 1993 J491/ﾄｸ/4（中央）


