
愛知県図書館　４階ミニ展示　資料リスト

図書
書名 著者 出版社 出版年 資料コード
ヒトゲノム  解読から応用・人間理解へ 榊 佳之/著 岩波書店 2001.5 467.3 ｻｶ 1107981318
ゲノムサイエンス
ゲノム解読から生命システムの解明へ

榊 佳之/著 講談社 2007.5 467.3 ｻｶ 1109171344

人間の遺伝子  ヒトゲノム計画のめざすもの 榊 佳之/著 岩波書店 1995.9 B 467.3 ｻｶ 1106870000

ベクターDNA  遺伝子工学入門 榊 佳之/著 講談社 1986.2 B 467.2 ｻ2 1100813212

ヒト  遺伝子が語る人のすがた 榊 佳之/[ほか]編 共立出版 1997.2 B 467.3 ｻｶ 1107188478

ゲノムサイエンス  生命の全体像の解明をめざして 榊 佳之/[ほか]編 共立出版 1999.7 B 467.3 ｻｶ 1107746194

理工系学生のための生命科学・環境科学 榊 佳之/[ほか]編 東京化学同人 2011.5 460 ﾘｺ 1110317399

知と美のハーモニー  猪瀬ロッジからのメッセージ
1

国立情報学研究
所/編集

国立情報学
研究所

2003.3 041 ﾁﾄ 1108952929

こよみ 東京大学出版
会

1999.11 449 ｺﾖ 1107776451

研究者 有馬 朗人/監修 東京図書 2000.9 407 ｱﾘ 1108113300

理工系のための明日への教科書  時代を担うトッ
プからのメッセージ

豊橋技術科学大
学2012/編

講談社 2012.3 504 ﾘｺ 1110412736

遺伝子治療  大きな一歩か、小さな一歩か
T・フリードマン/著
榊 佳之/訳

秀潤社 1986.5 B 491.69 ﾌﾘ 1104490559

エッセンシャル遺伝子
BENJAMIN LEWIN/著
菊池 韶彦、榊 佳之
[ほか]/訳

東京化学同人 2007.2 467.2 ﾚｳ 1109122420

遺伝子　第8版
BENJAMIN LEWIN/著
菊池 韶彦、榊 佳之
[ほか]/訳

東京化学同人 2006.1 467.2 ﾚｳ 1108872560

雑誌
タイトル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/著者　　　　　　/誌名　/　巻（号）/ ページ　/発行年　　　　　　 請求記号

The DNA sequence of human chromosome 21./　M.Hattori et al./　Nature/ 405(6784) / 311-9/　2000 Z400/N

Z400/ｶ3

請求記号

/ 科学/ 73(4) / 352-357/ 2003

私が考える未来：生命の生存戦略の解明(特集 ヒトゲノム解読完了,その先は？/ 榊佳之/

2013.11.15-2014.1.8

　◆榊 佳之（さかき　よしゆき）
　　　1942年生まれ。愛知県出身。豊橋技術科学大学長。

　　　[専門分野] 分子生物学、ヒトゲノム解析。
　　[略歴] 1966年東京大学理学部生物科学科卒。
　　　　　 1971年東京大学大学院博士課程修了、理学博士を取得。
　　　　　 カリフォルニア大学ウィルス研究所研究員、三菱化成生命科学研究所主任研究員、
           九州大学医学部助教授、教授を経て、1993年から東京大学医科学研究所教授、
           東京大学医科学研究所附属 ヒトゲノム解析センター長、理化学研究所ゲノム科学
           総合研究センター長を歴任。2008年より、現職。
　　[業績] ヒト21番染色体の全解読などヒトゲノムの研究で大きな業績をあげる。
    [受賞] 2001年教育功労章シュヴァリエ（仏）、2003年中日文化賞、2003年紫綬褒章　など
　

祝！文化功労者顕彰 榊佳之氏

松沢哲郎氏

(豊橋技術科学大学長）

(京都大学霊長類研究所教授）

  平成25年度の文化功労者 15人が発表され、11月5日に顕彰式が行われました。
愛知ゆかりの二人の研究者がこの文化功労者に選出されたことを記念して、お二人の著書な
ど関連資料をご紹介します。

*展示資料は一部を除いて貸出できます。　　*このリストに掲載されていない資料もあります。



愛知県図書館　４階ミニ展示　資料リスト 祝！文化功労者顕彰　榊佳之氏　松沢哲郎氏

図書
タイトル 著者 出版社 出版年 資料コード
想像するちから  チンパンジーが教えてくれた人間の心 松沢 哲郎/著 岩波書店 2011.2 489.97 ﾏﾂ 1110149293
進化の隣人ヒトとチンパンジー 松沢 哲郎/著 岩波書店 2002.12 489.97 ﾏﾂ 1108262972

チンパンジーの心 松沢 哲郎/著 岩波書店 2000.7 489.97 ﾏﾂ 1107863566

チンパンジーから見た世界
（コレクション認知科学  12 ）

東京大学出版
会 2008.2 141.51 ｺﾚ 1109345677

人間とは何か  チンパンジー研究から見えてき
たこと

松沢 哲郎/編 岩波書店 2010.6 489.97 ﾆﾝ 1109940299

ことばをおぼえたチンパンジー
松沢 哲郎/文
藪内 正幸/絵

福音館書店 1989.2 J489 ﾏﾂ 1105585773

おかあさんになったアイ 松沢 哲郎/著 講談社 2001.4 489.97 ﾏﾂ 1108164864
アイとアユム母と子の700日 松沢 哲郎/著 講談社 2002.8 489.97 ﾏﾂ 1108206140

心の進化  人間性の起源をもとめて
松沢 哲郎[ほか]/
編

岩波書店 2000.11 469.04 ﾏﾂ 1107918548

チンパンジーの認知と行動の発達
友永 雅己[ほか]/
編著

京都大学学術
出版会 2003.2 489.97 ﾄﾓ  1108300071

科学感動物語  6 情熱 学研教育出版 2013.2 ﾃｺ J408 ｶｶ 1110661562

シリーズ朝倉<言語の可能性>  4 言語と生
物学

中島 平三/監
修

朝倉書店   言語
と生物学  長谷川
寿一／編集

2010.11 808 ｼﾘ  1110093090

教養のコンツェルト  新しい人間学のために

高橋 義人/編  京
都大学大学院『人
環フォーラム』編集
委員会/編

人文書館 2011.4 041 ｷﾖ 1110177289

美女という災難
文藝春秋      日
本エッセイスト・ク
ラブ／編

2008.8 914.68 ﾋｼ 1109480072

野生チンパンジーの世界
ジェーン・グドール/
著  杉山 幸丸/監
訳  松沢 哲郎/監

ミネルヴァ
書房

1990.11 B 489.9 ｸﾞﾄﾞ 1105595911

チンパンジー
ジェーン・グドール/
著  松沢 哲郎/日
本語版監修・訳

くもん出版 1994.6 B J489 ﾗﾋﾞ 1106529536

雑誌
タイトル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/著者　　　　　　/誌名　/　巻（号）/ページ　/発行年　　　　 請求記号
霊長類学の<到達点>　（特集1　霊長類学６０年）　　　/ 松沢哲郎/ 科学　/ 78（6）/ 612-616/ 2008 Z400/ｶ3

請求記号

2013.11.15-2014.1.8

　

　◆松沢 哲郎（まつざわ　てつろう）
　　　1950年生まれ。愛媛県出身。京都大学霊長類研究所 思考分野 教授。理学博士。

　　 [略歴] 1974年京都大学文学部哲学科卒。
　　　　　 1976年京都大学大学院文学研究科修士課程修了。
 　　　　  1976年京都大学霊長類研究所助手、助教授を経て1993年京都大学霊長類研究所教授。
　　　　　 2006年京都大学霊長類研究所長（2012年3月まで）
　　[研究概要・業績]
　　　　　 1978年から「アイ・プロジェクト」と呼ばれるチンパンジーの知性の研究を開始。
　　　　　 1986年からアフリカにて野生チンパンジーの生態調査を行う。
　　　　　 2000年からアイとその息子アユムをはじめ3組の母子を対象に、チンパンジーに
　　　　　 おける知識や技術の世代間伝播の研究に取り組む。
　　　　　 これら研究を通じて人間の認識と行動の進化的起源に数多くの知見を生み出すこと
　　　　　 により、「比較認知科学」と呼ばれる研究領域を開拓し、その発展に多大に貢献。
    [受賞] 2004年中日文化賞、2004年紫綬褒章、2011年毎日出版文化賞(『想像するちから』など
　

         ※京都大学霊長類研究所（愛知県犬山市）
　　　      霊長類に関する総合的研究を行う目的で、全国の研究者の共同利用研究として1967年に設立。

　

 ※文化功労者：　文化功労者年金法に定められるもので、文化の向上発達に関しとくに功績顕著なものをいう。


