
アルフレッド・ノーベルについて 　

世界の伝記　３４　新装版　ノーベル ぎょうせい 1995 280.8

アルフレッド・ノーベル伝　ゾフィーへの２１８通の手紙から ケンネ・ファント／著 新評論 1996

ノーベル　ダイナマイトの発明者 比留間　五月／シナリオ 集英社 1989

ノーベル賞について

ノーベル賞おもしろ雑学事典 ノーベル賞研究会／著 ヤマハミュージックメディア 2002 377.7

ノーベル賞がわかる事典　世界を変えた偉業の数々 土肥　義治／監修 ＰＨＰ研究所 2009

ノーベル賞とはなにか　１　（ノーベル賞１００年のあゆみ） 戎崎　俊一／監修 ポプラ社 2003

日本人受賞者に関する本

ノーベル賞１１０年の全記録　日本の受賞科学者全１５人を完全紹介　（ニュートンムック） ニュートンプレス 2011 377.7

ノーベル賞を受賞した日本人　７　（ノーベル賞１００年のあゆみ） 戎崎　俊一／監修 ポプラ社 2003

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 407

湯川秀樹日記　昭和九年：中間子論への道　（朝日選書） 湯川　秀樹／著 朝日新聞社 2007

湯川秀樹と朝永振一郎 中村　誠太郎／著 読売新聞社 1992

湯川秀樹　２７　（この人を見よ！歴史をつくった人びと伝） プロジェクト新・偉人伝／著・編集 ポプラ社 2010

やれば、できる。 小柴　昌俊／著 新潮社 2003

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 440.1

ニュートリノの夢　（岩波ジュニア新書） 小柴　昌俊／著 岩波書店 2010

名古屋ノーベル賞物語 中日新聞社社会部／編著 中日新聞社 2009

「フラフラ」のすすめ　（１５歳の寺子屋） 益川　敏英／著 講談社 2009

学問、楽しくなくちゃ 益川　敏英／著 新日本出版社 2009

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　（朝日選書） 小林　誠／著 益川　敏英／著 朝日新聞出版 2009 429.6

私の歩んだ道　ノーベル化学賞の発想　（朝日選書　６７０） 白川　英樹／著 朝日新聞社 2001 578

ノーベル化学賞「田中耕一さん」の研究 フレア情報研究会／著 第三書館 2003

生涯最高の失敗　（朝日選書） 田中　耕一／著 朝日新聞社 2003 464.2

理科室から生まれたノーベル賞　田中耕一ものがたり　 国松　俊英／著 岩崎書店 2004
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＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

   『ノーベル賞がわかる事典』              

     土肥 義治／監修                                        

    造事務所／編集・構成    

 『ノーベル賞110年の全記録 

  日本の受賞科学者全１５人を完全紹介』                                             
    ニュートンプレス 

受賞の条件や選考方法など、全６部
門のノーベル賞の基礎知識のほか、
日本の受賞者と世界の主な受賞者の
実績をわかりやすく紹介しています。
児童書ですが、大人が読んでも面白

物理学賞、化学賞、医学・生理学

賞の３つを一冊にまとめた本です。

ノーベル賞の秘話や研究者たちが

繰り広げた激しい競争の物語、日

本人受賞者のインタビューなどが

収録されています。 

１２月１０日はノーベル賞授賞式です。                              
「ノーベル賞って、実はよく知らない。」という方もいらっしゃるのではないでしょうか？                            
ノーベル賞について、ノーベル賞を受賞した偉人について、もっと深く知ってみませんか？ 
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出版社 請求記号出版年書名 著者名

クラゲに学ぶ　ノーベル賞への道 下村　脩／著 長崎文献社 2010

クラゲの光に魅せられて　ノーベル化学賞の原点　（朝日選書） 下村　脩／著 朝日新聞出版 2009 431.5

夢を持ち続けよう！　ノーベル賞根岸英一のメッセージ 根岸　英一／著 共同通信社 2010

伊豆の踊子 川端　康成／著 新潮社 2003

千羽鶴　 川端　康成／著 新潮社 1967

みずうみ　改版 川端　康成／著 新潮社 1970

大江健三郎作家自身を語る 大江　健三郎／著 新潮社 2007

万延元年のフットボール 大江　健三郎／著 講談社 1967

静かな生活 大江　健三郎／著 講談社 1990

あいまいな日本の私（岩波新書　新赤版） 大江　健三郎／著 岩波書店 1995

さようなら、私の本よ！ 大江　健三郎／著 講談社 2005

水死 大江　健三郎／著 講談社 2009

海外の受賞者（物理学賞、化学賞、生理・医学賞、平和賞、経済学賞）に関する本

あなたも狙え！ノーベル賞　科学者９９人の受賞物語 石田寅夫／著 化学同人 1995 402.8

ノーベル賞の科学　２１世紀の知を読みとく　物理学賞編 矢沢サイエンスオフィス／編著 技術評論社 2009 377.7

ノーベル物理学賞　２　（ノーベル賞１００年のあゆみ） 戎崎　俊一／監修 ポプラ社 2003

孤高の科学者Ｗ．Ｃ．レントゲン　（医療科学新書） 山崎　岐男／著 医療科学社 1995

マリー・キュリー　新しい自然の力の発見（オックスフォード科学の肖像） ナオミ・パサコフ／著 大月書店 2007

マリー・キュリーの挑戦　科学・ジェンダー・戦争 川島　慶子／著 トランスビュー 2010

アインシュタイン　時間と空間の新しい扉へ（オックスフォード科学の肖像） ジェレミー・バーンスタイン／著 大月書店 2007

アインシュタイン丸かじり　（新潮新書　新書で入門） 志村　史夫／著 新潮社 2007

クォークはチャーミング　ノーベル賞学者グラショウ自伝（科学選書　１９） シェルダン・Ｌ．グラショウ／著 紀伊国屋書店 1996

ノーベル賞の科学　２１世紀の知を読みとく　化学賞編 矢沢サイエンスオフィス／編著 技術評論社 2010 377.7

ノーベル化学賞　３　（ノーベル賞１００年のあゆみ） 戎崎　俊一／監修 ポプラ社 2003 377

マリス博士の奇想天外な人生 キャリー・マリス／著 早川書房 2000

ノーベル賞の科学　２１世紀の知を読みとく　生理学医学賞編 矢沢サイエンスオフィス／編著 技術評論社 2010 377.7

ノーベル生理学・医学賞　４　（ノーベル賞１００年のあゆみ） 戎崎　俊一／監修 ポプラ社 2003

パヴロフ　脳と行動を解き明かす鍵　（オックスフォード科学の肖像） ダニエル・Ｐ．トーデス／著 大月書店 2008

ＮＯでアンチエイジング　ノーベル賞博士が書いたやさしい健康の本 ルイス・Ｊ．イグナロ／著 日経ＢＰ企画 2007 493.2

ノーベル平和賞　５　（ノーベル賞１００年のあゆみ） 戎崎　俊一／監修 ポプラ社 2003

シュヴァイツァー　音楽家・著作家の実績をなげうって、アフリカの医者として献身した人　 ジェームズ・ベントリー／著 偕成社 1992

マーティン・ルーサー・キング自伝 マーティン・ルーサー・キング／著 日本基督教団出版局 2001 198.6

戦争する国、平和する国　ノーベル平和賞受賞者オスカル・アリアス・サンチェス氏と語る 小出　五郎／著 佼成出版社 2007 312.5

ダライ・ラマ自伝 ダライ・ラマ１４世／著 文芸春秋 1992 180.9

ダライ・ラマ法王に池上彰さんと「生きる意味」について聞いてみよう ダライ・ラマ１４世／著 講談社 2010 180.9

アウン・サン・スー・チー囚われの孔雀 三上　義一／著 講談社 1991 312.2

マンデラ　闘い・愛・人生 アンソニー・サンプソン／著 講談社 2001

へこたれない　ワンガリ・マータイ自伝 ワンガリ・マータイ／著 小学館 2007

オバマ演説集　（岩波新書　新赤版） オバマ／述 岩波書店 2010

ノーベル賞の科学　２１世紀の知を読みとく　経済学賞編 矢沢サイエンスオフィス／編著 技術評論社 2010 377.7

ノーベル文学賞と経済学賞　６　（ノーベル賞１００年のあゆみ） 戎崎　俊一／監修 ポプラ社 2003

ビューティフル・マインド　天才数学者の絶望と奇跡 シルヴィア・ナサー／著 新潮社 2002

ナッシュは何を見たか　純粋数学とゲーム理論 ナッシュ／著 シュプリンガーフェアラーク 2005 410.4

クルーグマンの視座　『ハーバード・ビジネス・レビュー』論考集 ポール・Ｒ．クルーグマン／著 ダイヤモンド社 2008 333.6

海外の文学賞受賞者の本

もっとほんとうのこと　タゴール寓話と短編 ラビンドラナート・タゴール／著 段々社 2002

神の火を制御せよ　原爆をつくった人びと パール・バック／著 径書房 2007

わが心のクリスマス パール・バック／著 女子パウロ会 1999

ヘッセ詩集　新装版（青春の詩集　外国篇） ヘルマン・ヘッセ／著 白凰社 1989

キャッツ　ポッサムおじさんの猫とつき合う法　（ちくま文庫） Ｔ．Ｓ．エリオット／著 筑摩書房 1995

ヘミングウェイ短編集　１　（新潮文庫　へ２－１） アーネスト・ヘミングウェイ／著 新潮社 1970

ヘミングウェイ短編集　２　（新潮文庫　へ２－２） アーネスト・ヘミングウェイ／著 新潮社 1970

武器よさらば　（新潮文庫） アーネスト・ヘミングウェイ／著 新潮社 1989

チャーリーとの旅　アメリカを求めて ジョン・スタインベック／著 サイマル出版会 1987

ショーシャ アイザック・Ｂ.シンガー／著 吉夏社 2002

生きて、語り伝える　 Ｇ．ガルシア＝マルケス／著 新潮社 2009

マーシイ　（トニ・モリスンコレクション） トニ・モリスン／著 早川書房 2010

老首長の国　ドリス・レッシングアフリカ小説集 ドリス・レッシング／著 作品社 2008

児 …児童書

Ｂ …文庫

S …新書

児　377

Ｓ 421.2

児　377

児　377

289.3パブロ

289.3キユリ

289.3アイン

289.3グラシ

289.3マリス

941ヘツセ

Ｂ 931エリオ

 960.2カルシ

 933レツシ

933モリス

Ｂ 933ヘミン

Ｂ 933ヘミン

Ｂ 933ヘミン

935スタイ

929.7シンガ

289.3マンデ

289.3マタイ

289.3ナツシ

929.8タゴル

933バツク

933バツク

児　289

児　377

Ｓ 312.5

289.3レント

289.3キユリ

289.1シモム

289.1ネギシ

Ｂ 913.6カワバ

Ｂ 913.6カワバ

Ｂ 913.6カワバ

910.2オオエ

913.6オオエ

913.6オ

913.6オ

Ｓ 914.6オ

913.6オオエ


