
学情センター２Ｆ企画展示

ノーベル賞 展示期間：2012.10.29～11.10

【【【【物理学賞物理学賞物理学賞物理学賞】】】】
書名 巻号次 配置場所 請求記号

****湯川英樹湯川英樹湯川英樹湯川英樹****
本の中の世界 / 湯川秀樹 [著]. -- みすず書房, 2005.9. -- (大人の本棚). 3F開架新体系 019.9//Y97//1884

創造への飛躍 / 湯川秀樹 [著]. -- 講談社, 2010.2. -- (講談社学術文庫 ; [1983]). 4F文庫版 420.4//Y97//7481

湯川秀樹日記 : 昭和九年:中間子論への道 / 湯川秀樹著 ; 小沼通二編. -- 朝日新聞社,
2007.12. -- (朝日選書 ; 836).

3F開架新体系 420.2//Y97//0040

人間にとって科学とはなにか / 湯川秀樹, 梅棹忠夫[著]. -- 中央公論新社, 2012.1. -- (中公クラ
シックス ; J46).

4F新書版 404//Y97//9133

語り継ぎたい湯川秀樹のことば : 未来を過去のごとくに / 牟田泰三著. -- 丸善, 2008.6. 3F開架新体系 420.2//MU91//7860

「湯川秀樹物理講義」を読む / 湯川秀樹著. -- 講談社, 2007.1. 3F開架新体系 420//Y97//9926

****朝永振一郎朝永振一郎朝永振一郎朝永振一郎****

スピンはめぐる : 成熟期の量子力学 / 朝永振一郎 [著] ; 江沢洋注. -- 新版. -- みすず書房,
2008.6.

3F開架新体系 421.3//TO62//2738

プロメテウスの火 / 朝永振一郎 [著] ; 江沢洋編. -- みすず書房, 2012.6. -- (始まりの本). 3F開架新体系 539.04//TO62//4990

科学者の自由な楽園 / 朝永振一郎著 ; 江沢洋編. -- 岩波書店, 2000.9. -- (岩波文庫 ; (緑)31-
152-2).

4F文庫版 420.4//TO62//5875

****江崎玲於奈江崎玲於奈江崎玲於奈江崎玲於奈****
創造性への対話 : 江崎玲於奈対談集. -- 中央公論社, 1974.10. -- (自然選書). B2中央N N404//E1//1

科学革命 : 日本生き残りの戦略 / 未来の夢をひらく会編 ; 江崎玲於奈[ほか]著. -- ダイヤモンド
社, 1983.2.

B2中央N N402//E2//1

****小柴昌俊小柴昌俊小柴昌俊小柴昌俊****
物理屋になりたかったんだよ : ノーベル物理学賞への軌跡 / 小柴昌俊著. -- 朝日新聞社,
2002.12. -- (朝日選書 ; 719).

3F開架新体系 440.12//KO84//1290

ニュートリノ天体物理学入門 : 知られざる宇宙の姿を透視する / 小柴昌俊著. -- 講談社, 2002.11.
-- (ブルーバックス ; B-1394).

4F新書版 440.12//KO84//0341

ようこそニュートリノ天体物理学へ / 小柴昌俊著. -- 海鳴社, 2002.11. 4F新書版 440.12//KO84//1532

****小林誠小林誠小林誠小林誠****
いっしょに考えてみようや : ノーベル物理学賞のひらめき / 小林誠, 益川敏英著. -- 朝日新聞出
版, 2009.8. -- (朝日選書 ; 858).

3F開架新体系 429.6//KO12//1933

****益川敏英益川敏英益川敏英益川敏英****
益川さん、むじな沢で物理を語り合う : 素粒子と対称性 / 益川敏英, 東京物理サークル著. -- 日本
評論社, 2010.1.

3F開架新体系 429.6//MA67//7389

科学にときめく : ノーベル賞学者の頭の中 / 益川敏英著. -- かもがわ出版, 2009.6. -- (かもがわC
ブックス ; 13).

3F開架新体系 407//MA67//0370

学問、楽しくなくちゃ / 益川敏英著. -- 新日本出版社, 2009.10. 3F開架新体系 407//MA67//4452

現代の物質観とアインシュタインの夢 / 益川敏英著. -- 岩波書店, 1995.10. -- (岩波科学ライブラ
リー ; 32).

3F開架新体系 429.6//MA67//2076

****南部陽一郎南部陽一郎南部陽一郎南部陽一郎****
クォーク : 素粒子物理はどこまで進んできたか / 南部陽一郎著. -- 第2版. -- 講談社, 1998.2. --
(ブルーバックス ; B-1205).

4F新書版 429.6//N47//8094

素粒子の宴 / 南部陽一郎, H.D.ポリツァー対話 ; 内田美恵, 幾島幸子, 木幡和枝編集・翻訳. -- :
新装版. -- 工作舎, 2008.11.

: 新装版 3F開架新体系 429.6//N47//2390

ほがらかな探究南部陽一郎 / 福井新聞社編. -- 福井新聞社, 2009.5. 3F開架新体系 429.6//F76//5612

【【【【化学賞化学賞化学賞化学賞】】】】
****福井謙一福井謙一福井謙一福井謙一****
化学反応と電子の軌道 / 福井謙一著. -- 丸善, 1976.6. B2中央N N431.3//F1//1

化学と私 : ノ-ベル賞科学者福井謙一 / 福井謙一[著] ; 山辺時雄編. -- 化学同人, 1982.5. 3F開架N N430.4//Y6//1

科学と人間を語る / 福井謙一, 江崎玲於奈著 ; 共同通信社編. -- 共同通信社, 1982.6. B2中央N N404.9//F1//1

****白川英樹白川英樹白川英樹白川英樹****
化学に魅せられて / 白川英樹著. -- 岩波書店, 2001.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 709). 4F新書版 578.04//SH83//1095

私の歩んだ道 : ノーベル化学賞の発想 / 白川英樹著. -- 朝日新聞社, 2001.2. -- (朝日選書 ;
670).

3F開架新体系 578.04//SH83//0625

****野依良治野依良治野依良治野依良治****
事実は真実の敵なり / 野依良治著. -- 日本経済新聞出版社, 2011.4. -- (私の履歴書 / 日本経
済新聞社編).

3F開架新体系 289//N97//1790

人生は意図を超えて : ノーベル化学賞への道 / 野依良治著. -- 朝日新聞社, 2002.3. -- (朝日選
書 ; 697).

3F開架新体系 430.4//N97//4054

研究はみずみずしく : ノーベル化学賞の言葉 / 野依良治著. -- 名古屋大学出版会, 2002.10. 3F開架新体系 434//N97//8746

****田中耕一田中耕一田中耕一田中耕一****
生涯最高の失敗 / 田中耕一著. -- 朝日新聞社, 2003.9. -- (朝日選書 ; 736). 3F開架新体系 464.2//TA84//3146
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書名 巻号次 配置場所 請求記号

****下村脩下村脩下村脩下村脩****
クラゲの光に魅せられて : ノーベル化学賞の原点 / 下村脩著. -- 朝日新聞出版, 2009.6. -- (朝
日選書 ; 855).

3F開架新体系 431.54//SH53//9228

クラゲに学ぶ : ノーベル賞への道 / 下村脩著. -- 長崎文献社, 2010.10. 3F開架新体系 289//SH53//3220

****鈴木章鈴木章鈴木章鈴木章****
鈴木章ノーベル化学賞への道 / 北海道大学CoSTEP著. -- 北海道大学出版会, 2011.1. 3F開架新体系 434//H82//8962

【【【【医学生理学賞医学生理学賞医学生理学賞医学生理学賞】】】】
****利根川進利根川進利根川進利根川進****

生命に挑む : 利根川進・花房秀三郎の世界 / 利根川進, 花房秀三郎[著]. -- 日刊工業新聞社,
1988.2.

B2中央N N466.1//W3//1

精神と物質 : 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか / 立花隆, 利根川進著. -- 文藝春秋,
1990.7.

3F開架N N464//T14//1

脳の中身が見えてきた / 甘利俊一, 伊藤正男, 利根川進著. -- 岩波書店, 2004.9. -- (岩波科学ラ
イブラリー ; 99).

3F開架新体系 491.371//A43//4609

****山中伸弥山中伸弥山中伸弥山中伸弥****
iPS細胞の産業的応用技術 / 山中伸弥監修. -- シーエムシー, 2009.9. -- (CMC books). 3F開架新体系 491.11//I54//3780

再生医療生物学 / 阿形清和 [ほか] 著. -- 岩波書店, 2009.12. -- (現代生物科学入門 / 浅島誠,
黒岩常祥, 小原雄治編 ; 7).

3F開架新体系 460.8//G34//6074

細胞工学　Vol.28（３）　P.242-244　　　　　　　　　　（こちらの資料は雑誌のため貸出しできません。） B1和雑誌 J46//Wサ//3240000

【【【【文学賞文学賞文学賞文学賞】】】】
****川端康成川端康成川端康成川端康成****
川端康成全集 / 川端康成著. -- 第1卷 - 補卷2. -- 新潮社, 1980.2-1984.5. 第10卷 3F開架新体系 918.68//KA91//2276

伊豆の踊子 / 川端康成著. -- 複刻. -- 日本近代文学館, 1969. -- (新選名著複刻全集近代文学
館 / 新選名著複刻全集近代文学館・編集委員会編).

3F開架新体系 918.6//SH69//2817

掌の小説 / 川端康成著. -- 73刷改版. -- 新潮社, 2011.8. -- (新潮文庫 ; か-1-5). 4F文庫版 913.6//KA91//1146

****大江健三郎大江健三郎大江健三郎大江健三郎****
『万延元年のフットボール』 ; 『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』 / 大江健三郎著. -- 新潮社,
1996.8. -- (大江健三郎小説 / 大江健三郎著 ; 3).

3F開架新体系 913.6//O18//3103

芽むしり仔撃ち / 大江健三郎著. -- 復刻版. -- 講談社, 1994.10. 3F開架新体系 913.6//O18//1824

大江健三郎作家自身を語る / 大江健三郎著 ; 尾崎真理子聞き手・構成. -- 新潮社, 2007.5. 3F開架新体系 910.268//O18//3676

読む人間 : 読書講義 / 大江健三郎著. -- 集英社, 2007.7. 3F開架新体系 019.9//O18//4859

【【【【平和賞平和賞平和賞平和賞】】】】
****佐藤栄作佐藤栄作佐藤栄作佐藤栄作****
佐藤榮作日記 / 佐藤榮作著. -- 第1巻 - 第6巻. -- 朝日新聞社, 1997-1999.4. 第1巻 3F開架新体系 289//SA85//3795

佐藤内閣回想 / 千田恒著. -- 中央公論社, 1987.4. -- (中公新書 ; 835). 4F新書版 312.1//SE58//2238

佐藤栄作 / 衞藤瀋吉著. -- 東方書店, 2003.12. -- (衞藤瀋吉著作集 / 衞藤瀋吉著 ; 衞藤瀋吉
著作集編集委員会編 ; 第10巻).

4F開架新体系 319.08//E78//7151
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書名 巻号次 配置場所 請求記号

【【【【ノーベルノーベルノーベルノーベル賞賞賞賞】】】】
ノーベル賞の100年 : 自然科学三賞でたどる科学史 / 馬場錬成著. -- 中央公論新社, 2002.3. --
(中公新書 ; 1633).

4F新書版 402//B12//2560

ノーベル賞の光と陰 / 科学朝日編. -- 増補版. -- 朝日新聞社, 1987.1. -- (朝日選書 ; 322). 4F開架新体系 377.7//KA16//1232

4つのノーベル賞 : 発想の源泉・努力の軌跡 / NHK取材班著. -- 日本放送出版協会, 2009.6. 3F開架新体系 407//N71//0703

現代科学の大発明・大発見50 : なぜその発明・発見はノーベル賞につながったのか? / 大宮信光
著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2012.6. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-244).

4F新書版 402//O62//4625

ノーベル賞10人の日本人 : 創造の瞬間 / 読売新聞編集局編. -- 中央公論新社, 2001.12. -- (中
公新書ラクレ ; 30).

4F新書版 281.04//Y81//1064

知っていそうで知らないノーベル賞の話 / 北尾利夫著. -- 平凡社, 2011.9. -- (平凡社新書 ;
606).

4F新書版 377.7//KI71//6050

日本にノーベル賞が来る理由 / 伊東乾著. -- 朝日新聞出版, 2008.12. -- (朝日新書 ; 152). 4F新書版 377.7//I89//3105

ピース・ウーマン : ノーベル平和賞を受賞した12人の女性たち / アンゲリーカ・U・ロイッター, アン
ネ・リュッファー著 ; 松野泰子, 上浦倫人訳. -- 英治出版, 2009.10.

4F開架新体系 319.8//R29//4319

ノーベル賞の科学 : 21世紀の知を読みとく : なぜ彼らはノーベル賞をとれたのか / 矢沢サイエンス
オフィス編著. -- 物理学賞編 - 化学賞編. -- 技術評論社, 2009.11-.

化学賞編4F開架新体系 377.7//Y67//3502

ノーベル賞の科学 : 21世紀の知を読みとく : なぜ彼らはノーベル賞をとれたのか / 矢沢サイエンス
オフィス編著. -- 物理学賞編 - 化学賞編. -- 技術評論社, 2009.11-.

生理学医学賞編4F開架新体系 377.7//Y67//5763

ノーベル賞の科学 : 21世紀の知を読みとく : なぜ彼らはノーベル賞をとれたのか / 矢沢サイエンス
オフィス編著. -- 物理学賞編 - 化学賞編. -- 技術評論社, 2009.11-.

物理学賞編4F開架新体系 377.7//Y67//7196

【【【【科学者科学者科学者科学者】】】】
日本の科学者最前線 : 発見と創造の証言 / 読売新聞科学部著. -- 中央公論新社, 2001.9. --
(中公新書ラクレ ; 17).

4F新書版 402.106//Y81//6510

日本の科学者101 / 村上陽一郎編. -- 新書館, 2010.10. 3F開架新体系 402.8//MU43//8456

闘う物理学者! : 天才たちの華麗なる喧嘩 / 竹内薫著. -- 日本実業出版社, 2007.8. 3F開架新体系 420.28//TA67//5405

ブレイクスルーの科学者たち / 竹内薫著. -- PHP研究所, 2010.4. -- (PHP新書 ; 659). 4F新書版 404//TA67//9742

科学者になる方法 : 第一線の研究者が語る / 科学技術振興機構プレスルーム編. -- 東京書籍,
2005.1.

3F開架新体系 402.106//KA16//4049

【【【【番外編番外編番外編番外編】】】】
笑う科学イグ・ノーベル賞 / 志村幸雄著. -- PHP研究所, 2009.11. -- (PHPサイエンス・ワールド新
書 ; 008).

4F新書版 049//SH56//2148

めざせイグ・ノーベル賞 : 傾向と対策 / 久我羅内著. -- 阪急コミュニケーションズ, 2008.10. 3F開架新体系 049//KU21//2151

イグ・ノーベル賞 : 大真面目で奇妙キテレツな研究に拍手! / マーク・エイブラハムズ著 ; 福嶋俊造
訳. -- 阪急コミュニケーションズ, 2004.3.

3F開架新体系 049//A14//0092

イグ・ノーベル賞 : 世にも奇妙な大研究に捧ぐ! / マーク・エイブラハムズ著 ; 福嶋俊造訳. -- 講談
社, 2009.9. -- (講談社+アルファ文庫 ; G201-1).

4F文庫版 049//A14//0089
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