
 

県立図書館通信 2008.10 月号 

県立図書館に入った本の中で、高校生に 

お薦めの本を紹介しています！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

冒険家 

－７５歳エベレスト挑戦記 

三浦 雄一郎／著 実業之日本社

◆７７

 

０代で２度目のエベレスト登頂成功！ 不整

292.58/MI67 114697725 

０代で２度目のエベレスト登頂成功！ 不整

292.58/MI67 114697725 

脈を患い、２度の心臓手術を経てエベレストに挑

戦した冒険スキーヤー・三浦雄一郎が、究極のア

ンチエイジング・プロジェクトの全てを語る。次

男・豪太「奇跡の生還」体験記も収録。◆ 

請求記号  資料コード

脈を患い、２度の心臓手術を経てエベレストに挑

戦した冒険スキーヤー・三浦雄一郎が、究極のア

ンチエイジング・プロジェクトの全てを語る。次

男・豪太「奇跡の生還」体験記も収録。◆ 

請求記号  資料コード

 

空想科学読本 ６ 

ィアファクトリー 

とができ

404 / Y53 / 6 114737570 

柳田 理科雄／著 メデ
◆ゾロのように刀を口にくわえて戦うこ

る？ コブクロの歌詞「ため息で錆びついた」は起

こり得る現象？ 漫画やアニメの描写が科学的に

正しいかを問うものから歌詞を問題視するものま

で、４１の難問に片っ端から答える。◆ 

請求記号  資料コード

 

｢理科｣｢数学｣が好きになる楽しい数理実験

マワリの花、

114730 6 

 

高木 隆司／著 講談社 
◆シャボン玉、折り紙、万華鏡、ヒ

チンゲンサイ…。身近なものから飛び出す数理に

びっくり！ 「理科大好き」「数学大得意」になれ
る、家でも学校でもできる数理実験を紹介。◆ 
請求記号  資料コード 52407.5 / TA29

 
こちらもどうぞ。

般向け数学講座

410 / I85 資料コード 114734486 

 
一緒に楽しむための数学 

◆数学の楽しさや美しさを知る一

を再編集◆ 

請求記号 

1

-天才数学者の光と影 

春日 真人／著 日本放送出版協会 
◆世紀の難問「ポアンカレ予想」を、ロシア人数

学者が解き明かし、フィールズ賞を射止めたが、

本人は受賞を拒否して姿を消した−。数学界で起き
た事件の真相とは？ そもそも「ポアンカレ予想」
とは？ 難解な世界への扉を開く。◆ 
請求記号 415.7 / KA79 資料コード 114730625 

00 年の難問はなぜ解けたのか 

 

たとえば､銀河がどら焼きだったら? 

布施 哲治／著 日本評論社 

◆銀河系が直径１０ｃｍのどら焼きだとすると、

アンドロメダ銀河はおよそ２ｍ離れた同じ大きさ

のどら焼きだ！ 地
球からブラックホ

ール、さらに最遠の

天体まで、宇宙の大

きさを身近なもの

にたとえ、イメージ

豊かに語る。◆ 
請求記号 440 / F96 資料コード 114695778 

 

医学・医療系のための生物学の基礎知識 

都河 明子／著 丸善 
◆生きているとは？ 健康とは？ 病気とは？ 医
療系学生にこそ知ってほしい医療の根本となる生

物学の基礎知識からやや専門的な知識までを、広

範囲にわたってわかりやすく解説した入門書。◆ 
請求記号 460 / TS38 資料コード 114736283 

タヌキたちのびっくり東京生活 

 

なにがスゴイか?万能細胞 

中西 貴之／著 技術評論社 
◆体の一部分から、エッセンス

がギュッと詰まった細胞を作

り出すことができる技術、ｉＰ

Ｓ細胞。これはクローンと何が

違うのか？ 現在までの研究を振り返りながら、ｉ
ＰＳ細胞がもたらす劇的な医療技術改革を紹介◆ 
請求記号 463 / N38 資料コード 114730443 

 
本の内容紹介は、オンライン書店などを参考にしています。 

他／共著  技術評論社 
のか？このタヌ

489.5 / MI77 114734460 

宮本拓海、しおやてるこ

◆なぜこんな都会にタヌキがいる

キたちはどこから来たのか？どうやって暮らして

いるのか？ＮＰＯ都市動物研究会による調査活動

から明らかになった２３区内のタヌキの実態。◆ 
請求記号  資料コード

 

未

日テレ出版部編 日本テレビ放送網 
術。日

的発明や逸品の数々。

 

502.1 / MI49 資料コード 114734767 

来を切り拓いたモノ創り 

◆未来を作り、人々の夢を叶えた最高の技

本の男たちが創造した画期

モノ創りの原点がここに！ テレビ番組「未来創造

堂」で放送された中から１２編を厳選し、追加取

材のうえ紹介。◆ 
請求記号  

 

－ﾒﾃﾞｨｱｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄの流儀 

思想社 

狭い思いをしつつ社会に君臨

わり始めている。その原

な

光を放つようになる可能性はあるのか。テレビに

 

テレビのゆくえ 

影山 貴彦／著 世界
◆どことなく肩身の

し続けてきたテレビが変

因はどこにあるのか、テレビが再びポジティブ

ついて考えるきっかけを提供

する。◆

請求記号 699 / KA18 
資料コード 114732787 

 

ラン 森 絵都／作 理論社 
◆

ぼつかない。もっと、もっと体力をつけなければ。

けとめられるよう

い！ 環が自転車を走
 
ド 114741283 

もう動けない。一歩も歩けない。呼吸さえもお

もっと、もっとつらいことも受

に…。家族にもう一度会いた

らせた先に待っていたのは？◆

請求記号 F / MO45 資料コー
 

 
 

て

請求記号  資料コード 1147  

 
 

 
 

あたしの嫌いな私の声 

成井 豊／著 ポプラ社 

◆声優志望のユーリはオーディションで見事主役

の座を射止めた。しかし、同じ声質を持つ波多野

に声を奪われてしまい…。演劇集団キャラメルボ

ックス２００８サマーツアー「嵐になるまで待っ

」の原作。〔宙出版 １９９１年刊の再刊〕◆ 
F / N53 36556

 

のお使い 

学を薦め

ら

息子で、山伏の修行を積ん

覚ファンタジー◆ 

RDG －ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀｶﾞｰﾙ はじめて

荻原 規子／著 角川書店 

◆山伏の修験場として世界

遺産に認定される玉倉神社

に生まれ育った泉水子は、

突然東京の高校進

れる。しかも父の友人の

だ深行を下僕として一生付

き添わせると言われ…。新感

請求記号 F / O25 資料コード 114736671 
 

起こる連続怪事件。

カオル、トシオが追う都市伝説「１００

キ ？ 癒されぬ心の傷を持つ
ン

タテインメント◆

請求記号 F / KU71 ード 114696081 

100KB を追いかけろ 

黒 史郎／著 講談社 

◆灰色の街、京浜地区・鶴見に

ジュン、

ロババア」の正体とは

若者たちが繰り広げる、ホラーを超えた青春エ

 
 資料コ

 

県立図書館には、このほ

所蔵しております。読んでみたい本があ

れば、県立図書館のホームページから所

か多くの本を

本であれば学校図書館へお届けします。

蔵検索をしてみてください。貸出可能の


