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資料区分 書名 著者名 出版者 出版年
一般 つつむ 学研 2003.9
一般 配達あかずきん 大崎／梢∥著 東京創元社 2006.5
一般 二十四節気でわかる園芸作業 山田　幸子∥著 主婦の友社 2009.3
一般 ＮＨＫ新・クイズ日本人の質問 ＮＨＫ新・クイズ日本人

の質問グループ∥編
日本放送出

版協会 2000.1
一般 略語天国 藤井　青銅∥著 小学館 2006.8
一般 食をめぐるほんとうの話 阿部  尚樹∥著 講談社 2015.1
一般 ぶつぞう入門 柴門／ふみ∥著 文芸春秋 2005.8
一般 雑学事典 東京雑学研究会∥編 東京書籍 2012.8
一般 花のくすり箱 鈴木／昶∥著 講談社 2006.5

一般 おとぎ話の生物学 蓮実　香佑∥著
ＰＨＰエ

ディターズ・
グループ

2007.5

一般 ニッポンの二十四節気・七十二候 環境デザイン研究所∥編 誠文堂新光 2008.1

一般 なぜ夜に爪を切ってはいけないのか 北山　哲∥著
角川ＳＳコ
ミュニケー
ションズ

2007.1

一般 すぐわかる西洋絵画よみとき６６のキーワー
ド 千足　伸行∥監修 東京美術 2008.1

一般 人生の確率 小島　寛之∥監修 宝島社 2006.1
一般 アレ何？大事典 佐々木／正孝∥著 小学館 2005.5
一般 知ってるようで知らないものの順序 ことば探偵団∥著 幻冬舎コ

ミックス 2005.8
一般 高島屋のしきたり事典 高島屋∥著 小学館 2015.4
一般 福を呼び込む和のならわし 広田  千悦子∥著 ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ 2013.1

一般 面白くて眠れなくなる天文学 県  秀彦∥著
ＰＨＰエ

ディターズ・
グループ

2016.1

一般 今日から暦暮らし 平野　恵理子∥著 山海堂 2007.5
一般 知っておきたい薬の知識 橋本／久邦∥著 静岡新聞社 1998.9
一般 マナー美人ブック 小笠原／敬承斎∥著 大和書房 2005.5
一般 すぐわかる琳派の美術 仲町　啓子∥監修 東京美術 2012.7
一般 男のマナー超実戦講座 西出　博子∥監修 ナツメ社 2008.3
一般 江戸の生薬屋 吉岡　信∥著 青蛙房 2011.1
一般 世界の首都移転 山口　広文∥著 社会評論社 2008.3
一般 子どもの「なんで？」にキッパリ答える本 小泉　十三∥著 河出書房新 2012.5
一般 知ってなるほど苗字の謎 丹羽／基二∥著 小学館 1998.1
一般 日本人のルーツがさぐれる…の苗字辞典 丹羽／基二∥著 ベストセ

ラーズ 1994.1
一般 おつきあいのお金と気持ちのつかい方 市田／ひろみ∥著 主婦の友社 2002.8
一般 家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛 克明∥文 山と溪谷社 2018.3
一般 わくわくほっこり二十四節気を楽しむ図鑑 君野 倫子∥著 二見書房 2018.2
一般 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教

養365
デイヴィッド  S.キダー∥
著 文響社 2018.5

一般 知ってるようで知らないものの呼びかた ことば探偵団∥著 幻冬舎コ
ミックス 2005.4

一般 もう雑談のネタに困らない!大人の雑学大全 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 2017.1
一般 動物トリビア図鑑 佐藤　栄記∥著 東京書籍 2011.9
一般 あなたを輝かせる「大人のマナー」 明石／伸子∥著 日本放送出

版協会 2006..5
一般 すぐわかる日本の絵画 守屋　正彦∥著 東京美術 2012.1
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資料区分 書名 著者名 出版者 出版年
一般 図解身近にあふれる「生き物」が3時間でわ

かる本 左巻 健男∥編著 明日香出版
社 2018.3

一般 「食べる水」が体を変える ダナ  コーエン∥著 講談社 2018.7
一般 キャンディと砂糖菓子の歴史物語 ローラ  メイソン∥著 原書房 2018.7
一般 身のまわりのすごい技術大百科 涌井 良幸∥著 KADOKAW 2018.3

一般 超・超面白くて眠れなくなる数学 桜井　進∥著
ＰＨＰエ

ディターズ・
グループ

2012.9

一般 結び方のきほんおさらい帖 小暮　幹雄∥監修 小学館 2008.2
一般 焼肉語辞典 田辺 晋太郎∥監修 誠文堂新光 2018.1
一般 答えられそうで答えられない語源 出口　宗和∥著 二見書房 2010.3
一般 日本のはてな はてな委員会∥編 講談社ビー

シー 2009.9

一般 面白くて眠れなくなる化学 左巻　健男∥著
ＰＨＰエ

ディターズ・
グループ

2012.4

一般 面白くて眠れなくなる宗教学 中村 圭志∥著
PHPエディ
ターズ・グ

ループ
2018.2

一般 このことわざ、科学的に立証されているんで
す 堀田 秀吾∥著 主婦と生活

社 2019.3
一般 街角図鑑 三土  たつお∥編著 実業之日本 2016.4
一般 雑学ニッポン「出来事」図鑑 ケン  サイトー∥絵と文 KADOKAW 2017.1

一般 面白くて眠れなくなる理科 左巻　健男∥著
ＰＨＰエ

ディターズ・
グループ

2013.8

一般 教養のある大人になるための一生ものの語彙
力 神永 曉∥著 ナツメ社 2019.5

一般 世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉 克順∥著 学研プラス 2019.3
一般 暦でわかる園芸作業 山田 幸子∥著 主婦の友社 2018.3
一般 すぐわかる日本の美術 田中　日佐夫∥監修 東京美術 2009.3
一般 NHKガッテン!なるほど新スゴ技 NHK科学  環境番組部∥ NHK出版 2017.1

一般 面白くて眠れなくなる植物学 稲垣  栄洋∥著
ＰＨＰエ

ディターズ・
グループ

2016.5

一般 脳トレ リチャード・レスタック アスペクト 2005.4

一般 超面白くて眠れなくなる数学 桜井　進∥著
ＰＨＰエ

ディターズ・
グループ

2011.8

一般 はじめての漢方 若草漢方薬局∥監修 地球丸 2006.2
一般 すぐわかる西洋の美術 宝木  範義／監修 東京美術
一般 ニセモノ図鑑 西谷  大∥編著 河出書房新 2016.1
一般 図解！！やりかた大百科 デレク　ファーガスト

ローム∥著
パイイン

ターナショ 2011.9
一般 和薬の本 中西／準治∥著 研成社 1997.5
一般 アレの名前大百科 みうら　じゅん∥監修 ＰＨＰ研究 2010.1
一般 東京バンドワゴン 小路／幸也∥著 集英社 2006.4
一般 モノの仕組みがまるごとわかる！ サイエンス　リサーチ

プロジェクト∥編 青春出版社 2012.1
一般 舟を編む 三浦　しをん∥著 光文社 2011.9
一般 クラウン仏和辞典 天羽／均∥編 三省堂 2006.1
一般 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教

養365
デイヴィッド  S.キダー∥
著 文響社 2019.4



中央館 めざせ！雑学王  2019年09月～10月展示

- 3 -

資料区分 書名 著者名 出版者 出版年
一般 最強に面白い!!確率 ニュートン

プレス 2019.5
一般 日本の苗字 丹羽／基二∥著 ナツメ社 2004.2
一般 お天気キャスター森田さんの天気予報がおも

しろくなる１０８の話 森田／正光∥著 ＰＨＰ研究
所 1997.5

一般 おうちの科学 内田　麻理香∥著 丸善出版 2011.1
一般 誰も教えなかったスーパーマーケット買い物

裏ワザ 今野／保∥著 ジェーシー
出版 2006.4

一般 栄養と味、9割も損してる!残念な料理 ホームライフ取材班∥編 青春出版社 2018.1
一般 みえないもののうらがわは？ 広田　千悦子∥著 技術評論社 2011.1
一般 鍋の天下一品 集英社 2005.1
一般 お茶のいれ方とマナー 新名　庸子∥監修 小学館 2007.3
一般 もっと！おうちの科学 内田　麻理香∥著 丸善出版 2013.7
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