
【小高】学習支援図書セット貸出図書台帳 C-6-1 伝記を読もう

№ 資料番号 請求記号 タイトル シリーズ名・各巻書名・副書名 人名 出版者 出版年月 保管場所
1 620493783 289 ｱﾐ 明智光秀 美しき知将／講談社青い鳥文庫　Dお3-160／戦国武将物語 小沢　章友／作 東京：講談社 2019年11月 児童開架 明智光秀
2 620419713 289 ｵｻ 大村智ものがたり 苦しい道こそ楽しい人生 馬場　錬成／著 東京：毎日新聞出版 2015年12月 児童開架 大村智
3 620363416 Tﾏｽ 289 ｶｶ 勝海舟 幕末の荒波をこえて／フォア文庫　B411 国松　俊英／著 東京：岩崎書店 2010年7月 児童開架 勝海舟
4 620390427 289 ｶﾚ レイチェル・カーソン <沈黙の春>で地球の叫びを伝えた科学者 ジンジャー・ワズワース／著 東京：偕成社 1999年6月 児童開架 レイチェル・カーソン

5 620348185 Tﾏｽ 289 ｷﾏ キュリー夫人 輝く二つのノーベル賞／講談社火の鳥伝記文庫　5 ドーリー／[著] 東京：講談社 1981年11月 児童開架 キュリー夫人

6 620402289 289 ｹﾍ 伝記ヘレン・ケラー 村岡花子が伝えるその姿／偕成社文庫　3279 村岡　花子／著 東京：偕成社 2014年9月 児童開架 ヘレン・ケラー

7 620430199 289 ｻｶ さかなクンの一魚一会 まいにち夢中な人生! さかなクン／著・イラスト・題字 東京：講談社 2016年7月 児童開架 さかなク
8 620363440 Tﾏｽ 289 ｽｳ お江 戦国の世を生きぬいて／フォア文庫　B416 国松　俊英／著 東京：岩崎書店 2010年12月 児童開架 江
9 620021378 289 ﾀｺ 理科室から生まれたノーベル賞 田中耕一ものがたり／イワサキ・ライブラリー　13 国松　俊英／著 東京：岩崎書店 2004年4月 児童開架 田中耕一
10 620485722 Tﾏｽ 289 ﾀﾏ オリンピックを呼んだ男 田畑政治 近藤　隆夫／著 東京：汐文社 2019年2月 YA 田畑政治
11 620379594 Tﾏｽ 289 ﾂﾋ スーパーパティシエ物語 ケーキ職人・辻口博啓の生き方／イワサキ・ノンフィクション　6 輔老　心／著 東京：岩崎書店 2006年9月 児童開架 辻口博啓
12 620378653 Tﾏｽ 289 ﾆﾔ 新島八重 会津と京都に咲いた大輪の花／フォア文庫　B465 国松　俊英／著 東京：岩崎書店 2012年11月 児童開架 新島八重
13 620348193 Tﾏｽ 289 ﾉｱ ノーベル 人類に進歩と平和を／講談社火の鳥伝記文庫　41 大野　進／著 東京：講談社 1983年3月 YA ノーベル
14 620376764 289 ﾌﾙ 暗やみの中のきらめき 点字をつくったルイ・ブライユ マイヤリーサ・ディークマン／著 東京：汐文社 2013年4月 児童開架 ルイ・ブライユ

15 620360859 289 ﾔｶ まぼろしのノーベル賞 山極勝三郎の生涯 神田　愛子／著 東京：国土社 2012年3月 児童開架 山極勝三郎

16 620441139 289 ﾔｼ iPS細胞を発見!山中伸弥物語 折れない心で希望をつなぐ!／PHP心のノンフィクション 上坂　和美／著 東京：PHP研究所 2017年2月 児童開架 山中伸弥
17 620407239 402 ｺﾏ 奇人・変人・大天才　紀元前から19世紀 アリストテレス、ガリレオ、ニュートン、ファラデー、その一生と研究 マイク・ゴールドスミス／著 東京：偕成社 2015年3月 科学関連
18 620407247 402 ｺﾏ 奇人・変人・大天才　19世紀・20世紀 ダーウィン、メンデル、パスツール、キュリー、アインシュタイン、その一生と研究 マイク・ゴールドスミス／著 東京：偕成社 2015年3月 科学関連
19 620407254 490 ｼｶ 医者になりたい 夢をかなえた四人の女性 島田　和子／作 東京：新日本出版社 2015年3月 児童開架
20 620406942 507 ｶﾛ エジソンと発明 努力とひらめきで失敗を成功につなげた偉人／ジュニアサイエンス LAURIE CARLSON／[著] 東京：丸善出版 2012年5月 児童開架 エジソン
21 620164830 507 ﾅｼ 大好きなことを「仕事」にしよう 中村　修二／著 東京：ワニブックス 2004年8月 科学関連 中村修二
22 620404533 523 ｵﾅ 東京駅をつくった男 日本の近代建築を切り開いた辰野金吾 大塚　菜生／著 東京：くもん出版 2014年12月 児童開架 辰野金吾
23 620076109 726 ﾕﾏ 「ピーターラビット」の丘から ビアトリクス・ポター／名作を生んだ作家の伝記　3 マーガレット・S.ユアン／著 東京：文溪堂 2006年12月 児童開架 ビアトリクス・ポター

24 620362038 762 ｺﾉ ピアノはともだち 奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密／世の中への扉　音楽 こうやま　のりお／著 東京：講談社 2011年4月 児童開架 辻井伸行
25 620353912 Tﾏｽ 780 ｽﾎ スポーツスーパースター伝　1 松井秀喜／夢への扉を開け! ベースボール・マガジン社／編集 東京：ベースボール・マガジン社 2010年8月 児童開架 松井秀喜
26 620480301 782 ｵﾏ 人見絹枝 日本人初の女性オリンピック選手／オリンピック・パラリンピックにつくした人びと 大野　益弘／文 東京：小峰書店 2019年2月 児童開架 人見絹枝
27 620490169 Tﾏｽ 783 ｶﾅ 乗りこえた壁の先に 車いすテニス三木拓也／パラリンピックのアスリートたち 金治　直美／文 東京：新日本出版社 2018年3月 児童開架 三木拓也
28 620458117 783 ｼﾐ 平野美宇と伊藤美誠がんばれ!ピンポンガールズ 世の中への扉　スポーツ 城島　充／著 東京：講談社 2018年1月 児童開架 平野美宇・伊藤美誠

29 620352476 783 ﾅｶ 長友佑都 SPORTS LEGEND スポーツ伝説研究会／著 東京：汐文社 2011年7月 児童開架 長友佑都
30 620484618 Tﾏｽ 784 ﾐﾌ 羽生結弦 あくなき挑戦の軌跡／冬のアスリートたち 満薗　文博／著 東京：汐文社 2018年4月 児童開架 羽生結弦
31 620442889 930 ﾏｱ 「エルマーのぼうけん」をかいた女性ルース・S・ガネット 前沢　明枝／著 東京：福音館書店 2015年11月 児童開架 ルース・S・ガネット


