
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
アイテムで読み解く西洋名画 佐藤晃子／著 723 ｻ
アポロ13号奇跡の生還 ヘンリー・クーパーJr.／[著]

立花隆／訳
538.9 ｸ

暗号解読－ロゼッタストーンから量子暗
号まで－

サイモン・シン／[著]　青木薫
／訳

809.7 ｼ

アンティキテラ古代ギリシアのコンピュー
タ

ジョー・マーチャント／著　木村
博江／訳

502 ﾏ

石頭コンピューター 安野光雅／著　野崎昭弘／監 007.6 ｱ
偽りの来歴－20世紀最大の絵画詐欺事
件－

レニー・ソールズベリー／著
アリー・スジョ／著　中山ゆかり
／訳

706.7 ｿ

失われた手仕事の思想 塩野米松／著 384.3 ｼ
宇宙はなぜこのような宇宙なのか－人間
原理と宇宙論－(講談社現代新書　2219)

青木薫／著 443.9 ｱ

エキストラバージンの噓と真実－スキャン
ダルにまみれたオリーブオイルの世界－

トム・ミューラー／著　実川元子
／訳

576.1 ﾐ

FBI美術捜査官－奪われた名画を追え－ ロバート・K.ウィットマン／著
ジョン・シフマン／著　土屋晃
／訳　匝瑳玲子／訳

706.7 ｳ

エンデュアランス号漂流 アルフレッド・ランシング／著
山本光伸／訳

297.9 ﾗ

オオカミの護符(新潮文庫　お-88-1) 小倉美惠子／著 387 ｵ
大村智－2億人を病魔から守った化学者 馬場錬成／著 289.1 ｵｵ
おだまり、ローズ－子爵夫人付きメイドの
回想－

ロジーナ・ハリソン／著　新井
潤美／監修　新井雅代／訳

289.3 ﾊﾘ

面白い本(岩波新書 新赤版　1409) 成毛眞／著 S 019.9 ﾅ
女盗賊プーラン　上巻 プーラン・デヴィ／著　武者圭

子／訳
289.2 ﾃﾞﾋﾞ 1

女盗賊プーラン　下巻 プーラン・デヴィ／著　武者圭
子／訳

289.2 ﾃﾞﾋﾞ 2

解読!アルキメデス写本－羊皮紙から甦っ
た天才数学者－

リヴィエル・ネッツ／著　ウィリ
アム・ノエル／著　吉田晋治／

410.2 ﾈ

解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯 ウェンディ・ムーア／著　矢野
真千子／訳

289.3 ﾊﾝ

紙つなげ!彼らが本の紙を造っている－再
生・日本製紙石巻工場－

佐々涼子／著 585.0 ｻ

完全なる証明－100万ドルを拒否した天
才数学者－

マーシャ・ガッセン／著　青木
薫／訳

289.3 ﾍﾟﾚ

奇跡の脳 ジル・ボルト・テイラー／[著]
竹内薫／訳

491.3 ﾃ

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったの 増田俊也／著 789.2 ｷ
恐竜はなぜ鳥に進化したのか－絶滅も進
化も酸素濃度が決めた－

ピーター・D.ウォード／著　垂水
雄二／訳

457 ｳ

巨匠に教わる絵画の見かた 視覚デザイン研究所・編集室
／編

723.3 ｷ

クマムシ?!－小さな怪物－(岩波科学ライ
ブラリー　122)

鈴木忠／著 483.9 ｽ

ゲームシナリオのためのSF事典－知って
おきたい科学技術・宇宙・お約束110－
(NEXT CREATOR)

森瀬繚／監修　クロノスケープ
／著

798.5 ｹﾞ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
原色金魚図鑑－かわいい金魚のあたらし
い見方と提案－

岡本信明／監修　川田洋之助
／監修

666.9 ｹﾞ

ご冗談でしょう、ファインマンさん－ノーベ
ル賞物理学者の自伝－1

ファインマン／著　大貫昌子／
訳

289.3 ﾌｱ 1

サルたちの遺言－宮崎幸島・サルと私の
六十五年－

三戸サツヱ／著　小田豊二／
構成

489.9 ﾐ

死海文書の謎(ポテンティア叢書　18) マイケル・ベイジェント／共著
リチャード・リー／共著　高尾
利数／訳

193.0 ﾍﾞ

縛られた巨人－南方熊楠の生涯－ 神坂次郎／著 289.1 ﾐﾅ
銃・病原菌・鉄　上巻 ジャレド・ダイアモンド著 204 ﾀﾞ 1
銃・病原菌・鉄　下巻 ジャレド・ダイアモンド著 204 ﾀﾞ 2
スエズ運河を消せ－トリックで戦った男た
ち－

デヴィッド・フィッシャー／著
金原瑞人／訳　杉田七重／訳

391.2 ﾌ

全国アホ・バカ分布考－はるかなる言葉
の旅路－

松本修／著 810.2 ﾏ

一四一七年、その一冊がすべてを変えた スティーヴン・グリーンブラット
／著　河野純治／訳

230.5 ｸﾞ

そのとき、本が生まれた アレッサンドロ・マルツォ・マー
ニョ／著　清水由貴子／訳

023.3 ﾏ

チェンジング・ブルー－気候変動の謎に
迫る－

大河内直彦／著 451.8 ｵ

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うな
よ。

川上和人／著 488.0 ｶ

チョコレートの真実 キャロル・オフ／著　北村陽子
／訳

617.3 ｵ

東海道五十三次将軍家茂公御上洛図－
E・キヨソーネ東洋美術館蔵－

福田和彦／[編]著 721.8 ﾌ

道具と機械の本－てこからコンピューター
まで－　新版

D.マコーレイ／[著]　歌崎秀史
／訳

530 ﾏ

動的平衡－生命はなぜそこに宿るのか－ 福岡伸一／著 460.4 ﾌ
トンパ文字－生きているもう1つの象形文
字－

王超鷹／著 829.3 ｵ

謎の独立国家ソマリランド－そして海賊国
家プントランドと戦国南部ソマリア－

高野秀行／著 302.4 ﾀ

731 青木冨貴子／著 210.7 ｱ
二重螺旋－完全版－ ジェームス・D.ワトソン／[著]

アレクサンダー・ガン／編　ジャ
ン・ウィトコウス

464.2 ﾜ

眠れない一族－食人の痕跡と殺人タンパ
クの謎－

ダニエル・T.マックス／著　柴
田裕之／訳

493.8 ﾏ

ノアの洪水 ウィリアム・ライアン／著　ウォ
ルター・ピットマン／著　戸田裕
之／訳

209.3 ﾗ

ハダカデバネズミ－女王・兵隊・ふとん係
－(岩波科学ライブラリー　151　生きもの)

吉田重人／著　岡ノ谷一夫／
著

489.4 ﾖ

パーフェクト・ストーム－史上最悪の暴風
に消えた漁船の運命－

セバスチャン・ユンガー／著
佐宗鈴夫／訳

557.8 ﾕ

パリ左岸のピアノ工房(Crest books) T.E.カーハート／著　村松潔／ 763.2 ｶ
鼻行類－新しく発見された哺乳類の構造
と生活－(平凡社ライブラリー　289)

H.シュテュンプケ／著　日高敏
隆／訳　羽田節子／訳

480.4 ｼ

ヒトは食べられて進化した ドナ・ハート／著　ロバート・W.
サスマン／著　伊藤伸子／訳

469.2 ﾊ

137億年の物語－宇宙が始まってから今
日までの全歴史－

クリストファー・ロイド／著　野
中香方子／訳

209 ﾛ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
ピュリツァー賞受賞写真全記録
(NATIONAL GEOGRAPHIC)

ハル・ビュエル／著　河野純治
／訳

209.7 ﾋﾞ

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

412.2 ｼ

不死細胞ヒーラ－ヘンリエッタ・ラックスの
永遠なる人生－

レベッカ・スクルート／著　中里
京子／訳

491.6 ｽ

フジツボ－魅惑の足まねき－(岩波科学ラ
イブラリー　159　生きもの)

倉谷うらら／著 485.3 ｸ

フードトラップ－食品に仕掛けられた至福
の罠－

マイケル・モス／著　本間徳子
／訳

498.5 ﾓ

ヴェネツィア・ミステリーガイド 市口桂子／著 293.7 ｲ
ポル・ポト－ある悪夢の歴史－ フィリップ・ショート／[著]　山形

浩生／訳
289.2 ﾎﾟﾙ

マタギ－矛盾なき労働と食文化－ 田中康弘／著 384.3 ﾀ
マリス博士の奇想天外な人生 キャリー・マリス／著　福岡伸

一／訳
289.3 ﾏﾘ

ミドリさんとカラクリ屋敷 鈴木遙／著 289.1 ｷﾑ
音楽嗜好症(ミュージコフィリア)－脳神経
科医と音楽に憑かれた人々－

オリヴァー・サックス／著　大田
直子／訳

493.7 ｻ

無人島に生きる十六人(新潮文庫) 須川邦彦／著 290.9 ｽ
モーツァルトのむくみ－歴史人物12人を
検死する－

フィリップ・マコウィアク／著　小
林力／訳

280.4 ﾏ

物語ユダヤ人の歴史 レイモンド・シェインドリン／著
高木圭／訳

227.9 ｼ

もの食う人びと 辺見庸／著 916 ﾍﾝ
夢の江戸歌舞伎－絵本－ 服部幸雄／文　一ノ関圭／絵 774.5 ﾊ
読んでいない本について堂々と語る方法 ピエール・バイヤール／著　大

浦康介／訳
019 ﾊﾞ

ランドセル俳人の五・七・五－いじめられ
行きたし行けぬ春の雨　11歳、不登校の
少年。生きる希望は俳句を詠むこと。－

小林凛／著 911.3 ｺ

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

407 ｼﾞ

私はフェルメール－20世紀最大の贋作事
件－

フランク・ウイン／著　小林頼
子／訳　池田みゆき／訳

723.3 ﾒ

笑うカイチュウ－寄生虫博士奮闘記－ 藤田紘一郎／著 493.1 ﾌ
ワンダフル・ライフ－バージェス頁岩と生
物進化の物語－

スティーヴン・ジェイ・グールド
／著　渡辺政隆／訳

457.8 ｸﾞ

合計：７８冊


