
 
 

期 間：平成 20 年 11 月 14 日（金）～平成 20 年 12 月 27 日（土） 

場 所： 愛知県図書館 1 階 

 

2008 年のノーベル賞では、南部・小林・益川博士が物理学賞を、下村博士が化学賞を

受賞しました。この 4 博士を含め、今までにノーベル賞を受賞した日本人科学者１３人の

著作や関連資料を展示し貸出します。 

 

当館所蔵資料リスト 今回受賞者 

受賞者 書名 著者 出版社 出版年 資料コード

大学院素粒子物理 
南部陽一郎／[ほか]著、

中村誠太郎／編 
講談社 1997 1107212850

宇宙論と統一理論の展開 佐藤文隆／編 岩波書店 1987 1104419419

クォーク 南部陽一郎／著 講談社 1998 1107459697

南
部 

戦後日本の精神史 テツオ・ナジタ／[ほか]編 岩波書店 1988 1104780272

大学は生き残れるか 高等教育研究会／編 機関紙共同出版 1992 1106129490

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 1106910581

いま、もう一つの素粒子論入門 益川敏英／著 丸善 1998 1107569394

大学の倫理 蓮実重彦／[ほか]編  東京大学出版会 2003 1108300607

益
川 

東海再見 
朝日新聞名古屋本社 

元気面編集部／著 
風媒社 2004 1108610486

消えた反物質 小林誠／著 講談社 1997 1107287322

だれが量子場をみたか 中村孔一／[ほか]編  日本評論社 2004 1108536244

研究者 有馬朗人／監修 東京図書 2000 1108113300

小
林 

素粒子物理学の発展  サイエンス社 2007 1109507659

なお、下村博士の日本語単行本は未刊行です 

 

当館所蔵資料リスト(抜粋) これまでの受賞者 

受賞者 書名 著者 出版社 出版年 資料コード

素粒子 湯川秀樹／[ほか]著 岩波書店 1969 1100755861

物理講義 湯川秀樹／著 講談社 1979 1105070049湯
川 

「湯川秀樹物理講義」を読む 
湯川秀樹／著 

小沼通二／監修 
東京書籍 2007 1109294317

物理学とは何だろうか 上 朝永振一郎／著 岩波書店 1979 1100742765朝
永 物理学とは何だろうか 下 朝永振一郎／著 岩波書店 1979 1100742774

崎江 創造力の育て方・鍛え方 江崎玲於奈／著 講談社 1997 1107188360

 

知りたいやつはついてこい!   有馬 朗人／監修 日本放送出版協会 2007 1109507864

ノーベル賞と 13 人の科学者たち 
～Nobel Prize and 13 Scientists～ 

愛知県図書館企画展示 

江崎 
小柴 



 

ノーベル賞受賞の日本人科学者 １３人 

1949 年 物理学賞  湯川 秀樹（ゆかわ ひでき） 

1965 年 物理学賞  朝永 振一郎（ともなが しんいちろう） 

1973 年 物理学賞  江崎 玲於奈（えさき れおな） 

1981 年 化学賞   福井 謙一（ふくい けんいち） 

1987 年 医学生理学賞  利根川 進（とねがわ すすむ） 

2000 年 化学賞   白川 英樹（しらかわ ひでき） 

2001 年 化学賞   野依 良治（のより りょうじ） 

2002 年 物理学賞  小柴 昌俊（こしば まさとし） 

化学賞   田中 耕一（たなか こういち） 

2008 年 物理学賞  南部 陽一郎（なんぶ よういちろう） 

物理学賞  小林 誠（こばやし まこと） 

    物理学賞  益川 敏英（ますかわ としひで） 

化学賞   下村 脩（しもむら おさむ） 

趣味も、仕事も 愛知県図書館 

〒460-0001  名古屋市中区三の丸１－９－３  TEL 052-212-2323（代表） 052-212-3200（調査相談）  

・地下鉄 鶴舞線又は桜通線「丸の内」下車 ８番出口から徒歩５分 

・市バス 幹名駅１系統・名駅１４系統 「愛知県図書館」下車徒歩３分 

受賞者 書名 著者 出版社 出版年 資料コード

 

ノーベル賞受賞者との対話 
読売新聞東京本社 

調査研究本部／編 
読売新聞東京本社 2005 1109294943

化学と私 福井謙一／著 化学同人 1982 1104478840福
井 学問の創造 福井謙一／著 佼成出版社 1984 1104219820

精神と物質 利根川進、立花隆／著 文芸春秋 1990 1105459348

 

私の脳科学講義 利根川進／著 岩波書店 2001 1108045219

私の歩んだ道 白川英樹／著 朝日新聞社 2001 1108082796白
川 化学に魅せられて 白川英樹／著 岩波書店 2001 1107924788

研究はみずみずしく 野依良治／著 名古屋大学出版会 2002 1108219926

人生は意図を超えて 野依良治／著 朝日新聞社 2002 1108137910野
依 

科学者になる方法 
科学技術振興機構 

プレスルーム／編 
東京書籍 2005 1108646827

ニュートリノ天体物理学入門 小柴昌俊／著 講談社 2002 1108301720小
柴 物理屋になりたかったんだよ 小柴昌俊／著 朝日新聞社 2002 1108301589

生涯最高の失敗 田中耕一／著 朝日新聞社 2004 1108468654
田
中 

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 1108502442
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http://www.aichi-pref-library.jp 
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