2F企画展示「平成のノーベル賞」

展示期間：5/7-

平成30年間では、19名の日本人がノーベル賞を受賞しました(受賞時、アメリカ国籍の研究者を含む)。
また、日系イギリス人のカズオ・イシグロ氏がノーベル文学賞を受賞したことも記憶に新しいです。
平成振り返りの企画として、平成の日本人ノーベル賞受賞者の著書や伝記、研究解説本を中心に集めました。
日本人が12年連続で受賞している「イグ・ノーベル賞」に関する本も合わせて展示しています。
書名等

配置場所

請求記号

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

3F文庫版

049//A14//0089

3F開架新体系

049//A14//0092

4F新書版

049//SH56//2148

大村智 : 2億人を病魔から守った化学者 / 馬場錬成著. -- 中央公論新社, 2012.2.

3F開架新体系

289//B12//1817

大村智物語 : ノーベル賞への歩み / 馬場錬成著. -- 中央公論新社, 2015.11.

3F開架新体系

289//B12//8379

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

中村修二劇場 / 日経BP社特別編集班編. -- 日経BP社.

3F開架新体系

289//N73//6879

3F開架新体系

289//N97//1790

3F開架新体系

289//O64//7471

4F開架新体系

331.2//N62//4676

4F新書版

370.4//N37//7159

4F開架新体系

377.7//N91//4140

4F開架新体系

377.7//N96//6495

4F開架新体系

377.7//Y67//8781

4F新書版

402//KO97//4669

4F新書版

407//MA67//5190

3F開架新体系

420.2//I35//2167

3F開架新体系

420.2//KO97//0061

3F開架新体系

420.2//KO97//2754

3F開架新体系

429.6//KO12//1933

3F開架新体系

430.4//N97//4054

3F開架新体系

431.54//SE17//7721

3F開架新体系

431.54//SH53//8904

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).
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.
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).

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.
ノーベル経済学賞 : 天才たちから専門家たちへ / 根井雅弘編著. -- 講談社,
2016.10. -- (講談社選書メチエ ; 636).
中村修二の反骨教育論 : 21世紀を生き抜く子に育てる / 中村修二著. -- 小学館,
2014.12. -- (小学館新書 ; 230).
ノーベル賞117年の記録 / ノーベル賞の記録編集委員会編. -- 山川出版社,
2017.12.
ノーベル賞の真実 : いま明かされる選考の裏面史 / E. ノルビー著 ; 井上栄訳. -東京化学同人, 2018.3.
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,
2009.11-2010.7.
ノーベル賞でつかむ現代科学 / 小山慶太著. -- 岩波書店, 2016.9. -- (岩波ジュニ
ア新書 ; 839).
科学者は戦争で何をしたか / 益川敏英著. -- 集英社, 2015.8. -- (集英社新書 ;
0799C).
ノーベル賞で語る現代物理学 / 池内了著. -- 新書館, 2008.11.
ノーベル賞でたどるアインシュタインの贈物 / 小山慶太著. -- NHK出版, 2011.2.
-- (NHKブックス ; 1174).
ノーベル賞でたどる物理の歴史 / 小山慶太著. -- 丸善出版, 2013.10.
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).
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).
光るクラゲがノーベル賞をとった理由 (わけ) : 蛍光タンパク質GFPの発見物語 /
生化学若い研究者の会編著. -- 日本評論社, 2009.4.
光る生物の話 / 下村脩著. -- 朝日新聞出版, 2014.4. -- (朝日選書 ; 917).

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).
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.
学問と創造 : ノーベル賞化学者野依良治博士 / 大嶌幸一郎, 北村雅人編. -- 化学同
人, 2002.3.
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).
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

431.54//SH53//9228

3F開架新体系

434//H82//8962

3F開架新体系

434//O77//1949

3F開架新体系

440.12//KO84//1290

3F開架新体系

464.2//TA84//3146

3F卒業生著作

491.11//Y34//1268

山中iPS細胞・ノーベル賞受賞論文を読もう : 山中iPS2つの論文(マウスとヒト)
の英和対訳と解説及び将来の実用化展望 / [山中伸弥著] ; ニシカワ&アソシエイ
ツ訳. -- 一灯舎.
医薬品とノーベル賞 : がん治療薬は受賞できるのか? / 佐藤健太郎 [著]. -KADOKAWA, 2016.9. -- (角川新書 ; [K-102]).
負けてたまるか! : 青色発光ダイオード開発者の言い分 / 中村修二著. -- 朝日新聞

4F新書版

499.3//SA85//5215//西田
蔵書

3F開架新体系

507//N37//2184

3F開架新体系

549.81//A32//4488

3F開架新体系

549.81//KO97//8081

3F開架新体系

578.04//G72//0135

3F開架新体系

578.04//SH83//0625

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

Never let me go / Kazuo Ishiguro. -- : pbk. -- Faber and Faber, 2006.

5F多読（上級）6

837.7//I73//5947

3F開架新体系

902.05//H38//8707

社, 2004.3. -- (朝日選書 ; 748).
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.
青色LED開発の軌跡 : なぜノーベル賞を受賞したのか / 小山稔著. -- 白日社,
2014.11.
ブレークスルーの科学 : ノーベル賞学者・白川英樹博士の場合 / 五島綾子著. -日経BP社.
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).

ノーベル文学賞を読む : ガルシア=マルケスからカズオ・イシグロまで / 橋本陽
介著. -- KADOKAWA, 2018.6. -- (角川選書 ; 605).
村上春樹はノーベル賞をとれるのか? / 川村湊著. -- 光文社, 2016.9. -- (光文社新
書 ; 840).
大江健三郎自選短篇 / 大江健三郎作. -- 岩波書店, 2014.8. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-

4F新書版

902.05//KA95//5056//西
田蔵書

3F文庫版

913.6//O18//3900

3F文庫版

913.6//O18//4715

キルプの軍団 / 大江健三郎作. -- 岩波書店, 2018.5. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-197-3).

3F文庫版

913.6//O18//7145

さようなら、私の本よ! / 大江健三郎著. -- 講談社, 2005.9.

3F開架新体系

913.6//O18//8073

「伝える言葉」プラス / 大江健三郎著. -- 朝日新聞社, 2006.11.

3F開架新体系

914.6//O18//6956

カズオ・イシグロ : 境界のない世界 / 平井杏子著. -- 水声社, 2011.2.

3F開架新体系

930.278//H64//9148

カズオ・イシグロ入門 / 日吉信貴著. -- 立東舎.

3F開架新体系

930.278//H79//7901

197-1).
M/Tと森のフシギの物語 / 大江健三郎作. -- 岩波書店, 2014.9. -- (岩波文庫 ; 緑
(31)-197-2).

特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー : ノーベル文学賞受賞記
念講演 / カズオ・イシグロ著 ; 土屋政雄訳. -- 早川書房, 2018.2.
カズオ・イシグロの世界 / 小池昌代 [ほか]著. -- 水声社, 2017.12. -- (水声文庫).
ノーベル賞から見る現代物理学の系統. -- ニュートンプレス, 2015.1. -- (ニュー
トン別冊)(NEWTONムック).

5F英語学習

930.278//I73//5543//西田
蔵書

3F開架新体系

930.278//KO31//4730

3F開架大型本

L420.2//N91//3481

