
期間　：　平成２７年８月１５日～平成２７年１０月１５日
場所　：　千葉県立中央図書館
　　　　　　１階展示ホール、２階受付前、中央カウンター横書架

1．史学系

番号 書名 著者名 出版者 出版年 所蔵館

1 お殿様たちの出世  江戸幕府老中への道  山本 博文／著 新潮社 2007.6 32215 / 55 東部

2 鬼平と出世  旗本たちの昇進競争  山本 博文／著 講談社 2002.5 21055 / 28 東部

3 武士の評判記  『よしの冊子』にみる江戸役人の通信簿  山本 博文／著 新人物往来社 2011.2 21055 / 49 東部

4 遊びをする将軍踊る大名    山本 博文／著 教育出版 2002.6 21052 / 56 東部

5 江戸お留守居役の日記  寛永期の萩藩邸 山本 博文／著 読売新聞社 1991.7 2153 / Y31 中央

6 江戸城のトイレ、将軍のおまる  小川恭一翁柳営談  小川 恭一／著 講談社 2007.10 2105 / 437 東部

7 お旗本の家計事情と暮らしの知恵    小川 恭一／著 つくばね舎 1999.7 2105 / 189 東部

8 下級武士の食日記  幕末単身赴任  青木 直己／著 日本放送出版協会 2005.12 38381 / 98 東部

9 徳川将軍家十五代のカルテ    篠田 達明／著 新潮社 2005.5 2883 / 107 東部

10 歴代天皇のカルテ    篠田 達明／著 新潮社 2006.7 28841 / 85 東部

11 モナ・リザは高脂血症だった  肖像画29枚のカルテ  篠田 達明／著 新潮社 2003.9 2804 / 50 東部

２．生物学系

12 なぜゾウとキリンは同盟を結んだのか!?  おもしろ「生き物」ベスト61  吉村 卓三／著 コスモトゥーワン 2003.10 4817 / 15 / 東部

13 おもしろ「生き物」ベスト79  不思議能力・神秘行動・謎の生態…  吉村 卓三／著 コスモトゥーワン 2002.4 4817 / 14 東部

14 たまごのふしぎ  たまごは生命のカプセル  吉村 卓三／著 オデッセウス 2000.7 J481 / ﾖﾀ 中央

15 ネコはどうしてわがままか  不思議な「いきもの博物誌」  日高 敏隆／著 法研 2001.10 4804 / 18 東部

16 チョウはなぜ飛ぶか    日高 敏隆／著 岩波書店 1998.6 4868 / 14 東部

17 クジラも海でおぼれるの?  なるほど動物形態学  加藤 由子／著 偕成社 2003.7 J481 / ｶﾖ 中央

18 ゾウの鼻はなぜ長い  動物の不思議31  加藤 由子／著 講談社 1996.9 48178 / 3 中央

19 形態の生命誌  なぜ生物にカタチがあるのか  長沼 毅／著 新潮社 2011.7 4637 / 4 東部

20 長沼毅の世界は理科でできている    動物 長沼 毅／監修 ほるぷ出版 2013.10 J408 / ﾅｶ / 2 中央

21 ゾウの時間ネズミの時間  サイズの生物学  本川 達雄／著 中央公論社 1992.8 4813 / MO85 中央

22 生きものは円柱形    本川 達雄／著 日本放送出版協会 1998.2 4604 / 11 中央

23 なぜシロクマは南極にいないのか  生命進化と大陸移動説をつなぐ  デニス・マッカーシー／著 化学同人 2011.8 462 / 4 西部
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24 カラスの教科書    松原 始／著 雷鳥社 2013.1 48899 / 17 東部

25 ハトはなぜ首を振って歩くのか    藤田 祐樹／著 岩波書店 2015.4 4881 / 29 東部

26 似せてだます擬態の不思議な世界    藤原 晴彦／著 化学同人 2007.1 48178 / 12 西部

27 花と昆虫、不思議なだましあい発見記    田中 肇／文 講談社 2001.5 4713 / 9 東部

28 匂いと昆虫の巧みな世界  匂いに支配されている昆虫の不思議  井濃内 順／著 フレグランスジャーナル社 2013.10 4861 / 33 東部

29 アジサイはなぜ七色に変わるのか?  花の色の不思議を科学する  武田 幸作／著 PHP研究所 1996.2 4713 / 2 中央

30 花はふしぎ  なぜ自然界に青いバラは存在しないのか?  岩科 司／著 講談社 2008.7 4711 / 10 東部

31 ヒマワリはなぜ東を向くか  植物の不思議な生活  滝本 敦／著 中央公論新社 1999.9 471 / TA73 中央

３．その他（図像学・言語学など）

32 奇景の図像学    中野 美代子／[著] 角川春樹事務所 1996 704 / 20 中央

33 綺想迷画大全    中野 美代子／著 飛鳥新社 2007.11 704 / 185 東部

34 乾隆帝  その政治の図像学  中野 美代子／著 文藝春秋 2007.4 2892 / ｹ 2 東部

35 チャイナ・ヴィジュアル  中国エキゾティシズムの風景  中野 美代子／著 河出書房新社 1999.5 70222 / 12 東部

36 偽装された自画像  画家はこうして嘘をつく  冨田 章／著 祥伝社 2014.11 723 / 56 東部

37 「方言コスプレ」の時代  ニセ関西弁から龍馬語まで  田中 ゆかり／著 岩波書店 2011.9 818 / 43 東部

38 ものの言いかた西東 小林 隆／著 岩波書店 2014.8 818 / 33 中央

39 方言が明かす日本語の歴史    小林 隆／著 岩波書店 2006.2 8102 / 21 東部

40 新語はこうして作られる    窪薗 晴夫／著 岩波書店 2002.7 814 / 19 東部

41 辞書には書かれていないことばの話    仁田 義雄／著 岩波書店 2002.11 814 / 24 東部

42 ヴァーチャル日本語役割語の謎 金水 敏／著 岩波書店 2003.1 8149 / 8 東部

43 オノマトペ擬音・擬態語をたのしむ    田守 育啓／著 岩波書店 2002.9 814 / 21 東部

44 なぜ日本人は賽銭を投げるのか  民俗信仰を読み解く  新谷 尚紀／著 文芸春秋 2003.2 387 / 92 東部

45 日本の動物観  人と動物の関係史 石田 戢／著 東京大学出版会 2013.3 4804 / 20 西部

46 現代日本人の動物観  動物とのあやしげな関係 石田 戢／著 ビイング・ネット・プレス 2008.6 480 / 3 中央

47 犬たちの明治維新  ポチの誕生  仁科 邦男／著 草思社 2014.7 6456 / 114 東部

48 犬の伊勢参り    仁科 邦男／著 平凡社 2013.3 1758 / 31 東部

49 鉄道が変えた社寺参詣  初詣は鉄道とともに生まれ育った 平山 昇／著 交通新聞社 2012.10 387 / 85 中央

50 おみやげと鉄道  名物で語る日本近代史  鈴木 勇一郎／著 講談社 2013.2 68959 / 1 中央


