展示期間：2022.1.17(月)～2.6(日)

2Ｆ企画展示

研究者ライフ
「研究者になりたい！・・・でもどうすればいいの？」
今回の展示では、研究者になるには？の疑問に答える本を集めました。
その他にも、ノーベル賞受賞者など著名な研究者たちの伝記や、研究者たちの発想法や研究生活など、
研究者にまつわる色んな本を展示しています。
研究者を目指す人に役立つ本はもちろんのこと、考え方や生き方など人生のヒントとなる本もあります。
ぜひご覧ください。
書名等

配置場所

請求記号

科学者になりたい君へ / 佐藤勝彦著. -- 河出書房新社, 2020.10. -- (14歳の世渡り術).

2F学生選書

407//SA85//2129

工学部ヒラノ教授の研究所わたりある記 / 今野浩著. -- 青土社, 2018.8.

2F学生選書

507//KO75//1058

2F就職応援

002//A64//0280

2F就職応援

377.13//MA66//5214

2F就職応援

402.106//J76//8716

2F就職応援

579.9//H89//0586

2F就職応援

407//SA85//9030

2F就職応援

377.5//Y86//8997

2F就職応援

407//H36//5136

これからのエリック・ホッファーのために : 在野研究者の生と心得 / 荒木優太著. -- 東
京書籍, 2016.3.
海外で研究者になる : 就活と仕事事情 / 増田直紀著. -- 中央公論新社, 2019.6. -- (中公新
書 ; 2549).
私の科学者ライフ : 猿橋賞受賞者からのメッセージ : 猿橋賞40周年記念出版 / 女性科学
者に明るい未来をの会編. -- 日本評論社, 2021.3.
バイオ技術者・研究者になるには / 堀川晃菜著. -- ぺりかん社, 2018.8. -- (なるには
Books ; 151).
理系学術研究者になるには / 佐藤成美著. -- ぺりかん社, 2016.2. -- (なるにはBooks ;
143).
博士になったらどう生きる? : 78名が語るキャリアパス / 吉田塁, 堀内多恵編. -- 勉誠出
版, 2017.3.
理系のための研究者の歩き方 / 長谷川健編著. -- 麦人社, 2014.4.
理系女性のライフプラン : あんな生き方・こんな生き方 : 研究・結婚・子育てみんなど

うしてる? / 丸山美帆子, 長濱祐美編. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2F就職応援

407//MA59//0540

2018.6.
学術研究者になるには : 人文・社会科学系 / 小川秀樹編著. -- 改訂版. -- ぺりかん社,

2F就職応援

002//O24//3058

在野研究ビギナーズ : 勝手にはじめる研究生活 / 荒木優太編著. -- 明石書店, 2019.9.

3F開架新体系

002//A64//6756

研究者という職業 / 林周二著. -- 東京図書, 2004.9.

3F開架新体系

002//H48//0296

研究活動デザイン : 出会いと対話は何を変えるか / 細川英雄著. -- 東京図書, 2012.9.

3F開架新体系

002//H94//0319

北大の研究者たち : 7人の言葉 / 大熊一精著. -- エイチエス.

3F開架新体系

002//O55//7203

3F開架新体系

159//N45//6927

ニュートリノと私 : not a miracle at all / 小柴昌俊著. -- PHP研究所, 2014.8.

3F開架新体系

289//KO84//5813

僕はこうして科学者になった : 益川敏英自伝 / 益川敏英著. -- 文藝春秋, 2016.7.

3F開架新体系

289//MA67//4017

3F開架新体系

289//N97//1790

3F開架新体系

289//O64//7471

3F開架新体系

289//O93//1923

3F開架新体系

289//SH53//3220

2010.1. -- (なるにはBooks ; 27).

君たちに伝えたい3つのこと : 仕事と人生について科学者からのメッセージ / 中山敬一
著. -- ダイヤモンド社, 2010.7.

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).
ストックホルムへの廻り道 : 私の履歴書 / 大村智著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.9.
戦国史を歩んだ道 / 小和田哲男著. -- ミネルヴァ書房, 2014.3. -- (シリーズ「自伝」my
life my world).
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.
青春放浪から格差の経済学へ / 橘木俊詔著. -- ミネルヴァ書房, 2016.8. -- (シリーズ「自
伝」my life my world).
奇想の発見 : ある美術史家の回想 / 辻惟雄著. -- 新潮社, 2014.6.

3F開架新体系
3F開架新体系
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289//TA13//5807//西
田蔵書
289//TS41//3879

書名等

配置場所

請求記号

3F開架新体系

289//Y84//5288

3F開架新体系

402.106//KA16//4049

3F開架新体系

402.106//Y84//6909

3F開架新体系

407//F17//3151

3F開架新体系

407//H28//7290

3F開架新体系

407//KO12//2284

3F開架新体系

407//ME14//2983

3F開架新体系

407//O28//0055

3F開架新体系

407//R72//1866

3F開架新体系

407//SH43//8017

3F開架新体系

407//SU49//7813

3F開架新体系

407//W75//1376

3F開架新体系

429.6//F76//5612

3F開架新体系

429.6//KO12//1933

3F開架新体系

434//H82//8962

3F開架新体系

440.12//KO84//1290

恐竜学者は止まらない! : 読み解け、卵化石ミステリー / 田中康平著. -- 創元社, 2021.8.

3F開架新体系

457.87//TA84//3507

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

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 / 川上和人著. -- 新潮社, 2017.4.

3F開架新体系

488.04//KA94//8853

3F開架新体系

483.993//H89//3494

新企業の研究者をめざす皆さんへ / 丸山宏著. -- 近代科学社, 2019.12.

3F開架新体系

507.6//MA59//9913

青い光に魅せられて : 青色LED開発物語 / 赤崎勇著. -- 日本経済新聞出版社, 2013.3.

3F開架新体系

549.81//A32//4488

3F開架新体系

549.81//N42//5161

3F開架新体系

802.257//Y92//6600

3F開架新体系

829.46//O79//9908

3F開架新体系

914.6//O36//9698

3F卒業生著作

491.11//Y34//8151

人生は、楽しんだ者が勝ちだ / 米沢富美子著. -- 日本経済新聞出版社, 2014.6. -- (私の履
歴書 / 日本経済新聞社編).
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.
猿橋勝子という生き方 / 米沢富美子著. -- 岩波書店, 2009.4. -- (岩波科学ライブラリー ;
157).
博士号だけでは不十分! : 理系研究者として生き残るために / ピーター・J.ファイベルマ
ン著 ; 西尾義人訳. -- 白揚社, 2015.5.
若き研究者の皆さんへ : 青葉の杜からのメッセージ / 花輪公雄著 ; 続. -- 東北大学出版
会, 2015.11-. -- (東北大学出版会ブックレット ; 001-002).
理系研究者がハッピーな研究生活を送るには : 科学とは?研究室とは?そしてラボメンタ
ルコーチングの必要性 / 小林牧人, 藤沼良典著. -- 恒星社厚生閣, 2021.4.
若き科学者へ / ピーター・B・メダワー [著] ; 鎮目恭夫訳. -- 新版. -- みすず書房,
2016.7.
13歳からの研究倫理 : 知っておこう!科学の世界のルール / 大橋淳史著. -- 化学同人,
2018.8.
科学者として生き残る方法 / フェデリコ・ロージ, テューダー・ジョンストン著 ; 高橋さ
きの訳. -- 日経BP社.
行動しながら考えよう : 研究者の問題解決術 / 島岡要著. -- 羊土社, 2017.4.
研究者として生きるとはどういうことか / 杉山幸丸著. -- 東京化学同人, 2018.6. -- (科学
のとびら ; 63).
若き科学者への手紙 : 情熱こそ成功の鍵 / エドワード・O.ウィルソン著 ; 北川玲訳. -- 創
元社, 2015.2.
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.
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).
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.
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).

クマムシ研究日誌 : 地上最強生物に恋して / 堀川大樹著. -- 東海大学出版部, 2015.5. -(フィールドの生物学 ; 15).

「青色」に挑んだ男たち : 中村修二と異端の研究者列伝 / 中嶋彰著. -- 日本経済新聞社,
2003.10.
現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。 / 吉岡乾著. -- 創元社, 2019.9.
言語学者のニューカレドニア : メラネシア先住民と暮らして / 大角翠著. -- 大修館書店,
2018.9.
数学する人生 / 岡潔著 ; 森田真生編. -- 新潮社 , 2016.2
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた / 山中伸弥, 緑慎也著. -- 講談社,
2012.10.
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書名等
女が学者になるとき : インドネシア研究奮闘記 / 倉沢愛子著. -- 増補. -- 岩波書店,
2021.8. -- (岩波現代文庫 ; 学術 ; 438).
ドナルド・キーン自伝 / ドナルド・キーン著 ; 角地幸男訳. -- 増補新版. -- 中央公論新社,
2019.3. -- (中公文庫 ; [キ-3-33]).
科学を生きる : 湯川秀樹エッセイ集 / 湯川秀樹著 ; 池内了編. -- 河出書房新社, 2015.5. -(河出文庫 ; [ゆ4-2]).
女性研究者とワークライフバランス : キャリアを積むこと、家族を持つこと / 仲真紀子,
久保(川合)南海子編. -- 新曜社, 2014.9.
研究者が知っておきたいアカデミックな世界の作法 : 国際レベルの論文執筆と学会発表
へのチャレンジ / 谷本寛治著. -- 中央経済社, 2021.1.
経済学の宇宙 / 岩井克人著 ; 前田裕之聞き手. -- 日本経済新聞出版社 , 2015.4
退屈させずに世界を説明する方法 : バーガー社会学自伝 / ピーター・バーガー [著] ; 森
下伸也訳. -- 新曜社, 2015.5.
女も男もフィールドへ / 椎野若菜, 的場澄人編. -- 古今書院, 2016.6. -- (100万人の
フィールドワーカーシリーズ ; 12).
キャリアを拓く : 女性研究者のあゆみ / 柏木惠子, 国立女性教育会館女性研究者ネット
ワーク支援プロジェクト編. -- ドメス出版, 2005.8.
講座社会人教授入門 : 方法と戦略 / 松野弘著. -- ミネルヴァ書房, 2019.2.
大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! : 「不人気学科教授」奮闘
記 / 斎藤恭一著. -- イースト・プレス, 2020.5.

配置場所

請求記号

3F文庫版

289//KU55//1571

3F文庫版

914.6//KE18//8447

3F文庫版

914.6//Y97//3789

4F開架新体系

366.38//N31//4784

4F開架新体系

307//TA88//6761

4F開架新体系

331.04//I93//4239

4F開架新体系

361.253//B38//3589

4F開架新体系

361.9//H99//1875

4F開架新体系

366.38//KA77//5872

4F開架新体系

377.13//MA84//3359

4F開架新体系

377.13//SA25//3320

研究者への道 : 学術論文の執筆方法に関する一考察 / リムボン著. -- 晃洋書房, 2020.10. 4F開架新体系

377.13//R44//7379

大学教授という仕事 / 杉原厚吉著. -- 増補新版. -- 水曜社, 2012.11.

4F開架新体系

377.13//SU34//8802

4F開架新体系

377.9//SA85//1831

4F開架新体系

389//KA92//4445

ウメサオタダオと出あう : 文明学者・梅棹忠夫入門 / 小長谷有紀著. -- 小学館, 2011.12. 4F開架新体系

389//KO71//3172

人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く : 「研究と就職」をつなぐ実践 / 佐藤
裕 [ほか] 編著. -- 大月書店, 2014.3.
人類学者への道 / 川田順造著. -- 青土社, 2016.10.
新京都学派 : 知のフロンティアに挑んだ学者たち / 柴山哲也著. -- 平凡社, 2014.1. -- (平
凡社新書 ; 715).
「研究室」に行ってみた。 / 川端裕人著. -- 筑摩書房, 2014.12. -- (ちくまプリマー新書 ;
223).
研究するって面白い! : 科学者になった11人の物語 / 伊藤由佳理編著. -- 岩波書店,
2016.10. -- (岩波ジュニア新書 ; 841).
院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド : 「博士余り」時代を生き抜く処方
箋 / 菊地俊郎著. -- 講談社, 2010.12. -- (ブルーバックス ; B-1709).
バッタを倒しにアフリカへ / 前野ウルド浩太郎著. -- 光文社, 2017.5. -- (光文社新書 ;
883).
クジラ博士のフィールド戦記 / 加藤秀弘著. -- 光文社, 2019.5. -- (光文社新書 ; 1008).
イルカと心は通じるか : 海獣学者の孤軍奮闘記 / 村山司著. -- 新潮社, 2021.9. -- (新潮新
書 ; 923).
アフリカで象と暮らす / 中村千秋著. -- 文藝春秋, 2002.4. -- (文春新書 ; 239).
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4F新書版

002//SH19//6216

4F新書版

402.106//KA91//7155

4F新書版

402.8//I89//5412

4F新書版

407//KI24//8588

4F新書版

486.45//MA27//9161

4F新書版

489.6//KA86//4813

4F新書版
4F新書版

489.6//MU62//2645//
西田蔵書
489.7//N37//3025

