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◆ とぴっく ◆ 

Read me ! 「特集■リケイ」 

新着図書 

中学生が・・・・！！！ 

季刊ブックレビュー 

 

 

  リケイ 



 

 

  

中学生のみんなが 

職場体験に来てくれました！ 

絵本を読んだり、 

おすすめ本を紹介したり、 

いずみ号に乗って小学校にいったり、 

いろんな体験をしました。 

中学生のみんなが作った 

みどりの翼 番外編 

『みどりのたまご』配布中です！ 

ぜひ、ご覧ください！(๑˃̵ᴗ˂̵)و  

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆ 

みどりの翼のバックナンバーが 

図書館のホームページで見られるよ！ 

右のＱＲコードからアクセスしてね。 

図書館ホームページからは、トップ右側の 

バナーから入れるよ！ 



 … 特集 リケイ … 
  

 根っからの文系人間にとっても手が出しやすいリケイ本を集めてみました。 

 読書は苦手っていうリケイの人にもおススメです。 

 

 ちなみに→は化学式って検索したら出た素材です。 

何なのか分かりません。（汗） 

 

 

 エディ・マーフィ主演で映画化もされた名作 

「ドリトル先生アフリカゆき」 

ヒューロフティング∥作 岩波書店 2000年 933/ﾛ/1 ﾃｨｰﾝｽﾞ 

ドリトル先生は変わったお医者さん。動物の世話ばかり

していて、患者はどんどん減っていくばかり。 

けれど、オウムに教わった動物の言葉を使って、動物の

病気なら何でも直す有名な獣医として大評判に。名医ドリ

トルの噂を聞いたアフリカザルから病気の治療をお願いさ

れて･･･。ユーモアにあふれ、貧乏でもくじけないドリトル

先生のアフリカ旅行はトラブル続き！ 

“文系の人にとんでもなく役立つ！” 

「理系の知識」 

日本博識研究所∥著 宝島社 2016年 400/ﾆ 一般 

 文系を名乗るからには おしゃべり上手でなくっては！ 

そこでとんでもなく役立つのがコレ。日々の雑談ネタに 

ぴったりな理系トリビアを 280 個詰め合わせ。 

【タイムマシンはつくれるの？】【地球の重さは毎年軽く

なっている】【『スター・ウォーズ』のロケ場所に天空に 

一番近い木が！】など、気になりすぎるタイトル満載。 

ひとつの話が１～２ページでサクッと読めるのも◎ 



無愛想だけど、私は好き(笑) 

「確率捜査官 御子柴岳人 密室のゲーム」 

神永学∥著 角川書店 2011年 913.6/ｶﾐ 一般 

 数学的アプローチで事件を解決に導く若き天才数学者、

御子柴岳人。チュッパチャップスを常備し、雄の三毛猫、

ミケランジェロ(あ、今さら気づいたけど、ダジャレか？) 

を溺愛。三毛猫の雄って珍しいらしいよ、知らんかった。 

 数学で確率の問題が出てくると嫌だったけど、確率を 

使って事実を明らかにしていく様は、分かりやすくて面白

い。図も載ってるし。宿題の息抜きにでもいかが？ 

限りがあるからこそ、儚くも、美しいのだと思う。 

「１４番目の金魚」 

ジェニファー・Ｌ・ホルム∥作 講談社 2015年 933/ﾎ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

１１歳の女の子、エリーの家に突然やってきた謎の少年。

頑固で研究熱心（研究オタク？）な彼の正体とは…。 

次第に科学への興味を持ち始めたエリー曰く、「科学には

恋愛話もある」らしい。ほほう…そういうことですか、 

エリーさん。ついニヤニヤしながら読み進めてしまったぜ

…。 

章ごとに登場する金魚の“数”にも注目してみてね。 

算法オタクの美少女ｖｓあやかし 

「彩菊あやかし算法帖」 

青柳碧人∥著 実業之日本社 2015年 913.6/ｱｵ 一般 

下級武士の娘、彩菊は幼い頃から算法好き。１７歳の今

では寺子屋で算法の先生をするほど。そんな彼女のもとに

「あやかし退治」の依頼が舞い込む。難問を出すあやかし

に、難問を出しかえして応戦するなど、算法好きダマシイ

と、武士の娘としての気丈さであやかしに立ち向かう。深

刻な場面でも、算法がからむと面白くなって口元がゆるむ

あたりオタクだけど、かっこいい美少女です。 

弱点は、恋バナとお裁縫。全六話！ 



マンガと写真でゆる～く楽しむ、草花の魅力 

「おもしろ植物図鑑」 

花福こざる∥著  誠文堂新光社 2016年 472.1/ﾊ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

日本の金木犀（ｷﾝﾓｸｾｲ）は全員オスって知ってた！？ 

見開き１ページに１つずつ身近な植物を紹介した図鑑。 

開いて右は植物の意外な性格をゆる～い４コマまんがで 

解説。左はオールカラーの写真と丁寧な説明文になってま

す。バランスが良い。４コマだけ読んでてもつく知識。 

あ、金木犀ね、全員オス！全員クローン（挿し木）！ 

だから一斉に匂うのね～。うーん、もっと知りたい！！ 

親切って貯金できるんだ 

「世界を７で数えたら」 

ホリー・ゴールドバーグ・スローン／作 小学館 2016年 933/ｽ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 数字の７にこだわりを持つ、植物好きな変わり者の天才

少女ウィローは、突然の事故で養父母を失って一人ぼっち

になってしまう。このままではウィローは、児童施設に連

れて行かれてしまう。心を閉ざしてしまった彼女の運命

は？！主人公ウィローを「天使」なんて呼んじゃう、タク

シードライバーハイロの大逆転人生も読んでてワクワクし

ます。映画化も決定したそうなので、こちらも楽しみ♪ 

あなたもこれで宇宙に行ける！？ 

「体感する宇宙」 

竹内薫∥著 KADOKAWA 2014年 440.4/ﾀ 一般 

宇宙ってなんだか遠い存在だな～って思っているあな

た！そんなことはないのです！この本を読めば、想像もつか

ない方法で宇宙体験をすることができますよ。 

読んでビックリ。思わずあなたは「ナニコレ！」と言ってし

まうかも？ガッチガチの文系さんでもこれを読んだら宇宙

についてなんとなくわかった気になれちゃいます。１つのテ

ーマが５ページで書かれているのでとっても読みやすい♪ 



無言の名探偵ここにあらわる！ 

「スイーツレシピで謎解きを」 

友井羊∥著 集英社 2016年 913.6/ﾄﾓ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

主人公は地味～な理系女子の菓奈。吃音（ｷﾂｵﾝ）のせい

で人と喋ることが苦手になり、友だちもいない菓奈でした

が、イケメンだけどスイーツオタクの真雪、保健室の眠り

姫と呼ばれる悠姫子と出会うことで変わっていきます。 

ラストの意外な事実に、あなたはきっと読み返したくな

りますよ。スイートでちょっぴりビターな青春ミステリー

小説をご賞味あれ！ 

マンガだったら！ 

「マンガおはなし物理学史」 

小山慶太∥原作 佐々木ケン/漫画 講談社 2015年 420.2/ｺ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

『物理学』ってまったくもってわからない！わかりあ 

える日なんてきそうにない！そう思っているのはひとりや

ふたりではないはず（？）授業を受けても本を読んでもさっ

ぱりだというそんなあなたに、おすすめな一冊。力学・電磁

気学・量子力学・相対性理論といった面々をマンガで歴史も

セットで解説してくれます。ぜひ手にとってみてください♪

ほんとに一冊まるっとマンガです。 

  

 

☆「理系」なＣＤ＆ＤＶＤ 

ＣＤ『アルトコロニーの定理／ＲＡＤＷＩＭＰＳ』 2009 年 CD 211/ﾗ/ 中央 

映画主題歌でヒットした RADWIMPS の 2009 年リリースのアルバム。「おしゃかしゃ

ま」など名曲揃いの中で、収録曲「37458」はどう読むでしょうか？ 

 

ＤＶＤ『イミテーション・ゲーム』 201４年 DVD C42/ｲ/ 渥美 

 第二次世界大戦下のイギリス。世界最強と言われたドイツの暗号「エニグマ」の解読に

挑む天才数学者の運命とは？！ベネディクト・カンバーバッチ主演。  

★★ＣＤ・ＤＶＤは人気の資料です。貸出中の場合は、予約をしてね！ 



他にもこんな本あります♪ 

 

○『数の悪魔』 

ハンス マグヌス エンツェンスベルガー∥著 晶文社 2000 年 410/ｴ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『食える数学』 

神永正博∥著 KADOKAWA 2015 年 410.4/ｶ 一般 

 

○『ニュートリノってナンダ？』 

荒舩良孝∥著 誠文堂新光社 2015年 429.6/ｱ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『エウレカの確率』 

石川智健∥著 講談社 2015年 913.6/ｲｼ 一般 

 

○『雲の王』 

川端裕人∥著 集英社 2012年 913.6/ｶﾜ 一般 

 

○『天と地の方程式』 

富安陽子∥著 講談社 2015年 913/ﾄ/1 ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『お任せ！数学屋さん』 

向井湘吾∥著 ポプラ社 2013年 913.6/ﾑｶ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

○『フランケンシュタイン』 

シェリー∥著 光文社 2010 年 933.6/ｼｴ 一般 

 

○『タイムマシン』 

ウェルズ∥著 光文社 2012年 933.7/ｳｴ 一般 

 

○『紅玉は終わりにして始まり』 

ケルスティン・ギア∥著 東京創元社 2015年 943.7/ｷﾞｱ/ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告：次号の特集は「アート」です。お楽しみに♪ 



☆新着図書・この本読んで！☆ 
料理は科学だ！！！（…とか言ってみる。） 

「とにかくかんたん ゆる～っとはじめる １０分自炊」 

島本美由紀∥著 東京書店 596/ｼ ﾃｨｰﾝｽﾞ  

10 分で出来る、しかも作り方は 3 ステップ。初心者は

多少時間がかかると考えても、これなら始めやすそうだ。

これから料理に挑戦してみたいという人にも分かりやすい

ように、調理道具の使い方や、野菜の下ごしらえの方法ま

で丁寧に書かれている。なんでもそうだけど、気負わずに

やるくらいが、とっかかりとしてはいいのかもね。 

これが好きって人、「新釈・走れメロス」（森美登美彦）もオススメ 

「名作転生１ 悪役リメンバー」 

北野勇作、粟生こずえ ほか∥文 学研プラス 913/ﾒ/1 ﾃｨｰﾝｽﾞ  

 転生ものっていったら、幼女になったり人外になったり

と近ごろ流行のジャンルだけど、とうとう名作までとは…。 

 太宰治「走れメロス」や中島敦などの文豪が書いた名作

から、古典落語「死神」や安珍清姫伝説をもとにした小説

など、バリエーション豊かな名作の転生小説集です。短編

なので朝読にもいいかも。 

ハロゲン略してハゲ…えっ！？ 

「元素生活 完全版」 

寄藤文平∥著 化学同人 431.11/ﾖ ﾃｨｰﾝｽﾞ 

 元素のイラストを人っぽく描くとこうなるらしい。 

人工のものを含めて、現在見つかっている元素は１１８

個。世の中のもの全て、つきつめれば元素でできている。

それぞれの元素がどんな特徴があって、どんなところで使

われているのか、イラスト付きで紹介。 

私たちの体ももちろん元素でできている。ほとんどが酸

素、炭素、水素だが、通称ミネラルと言われる元素たちが、微量ながら大切な

役割を担っているらしい。適度にとって健康にすごそう。（おじいちゃんかっ） 

 


