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書名 巻次 著者名 出版者
銀河の片隅で科学夜話 全 卓樹∥著 朝日出版社
物理学者が解き明かす重大事件の真相 下条  竜夫∥著 ビジネス社
科学者は戦争で何をしたか 益川  敏英∥著 集英社
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∥著 講談社

闘う物理学者！ 竹内　薫∥著 日本実業出版社
“かしこい生き方”はムシたちに学べ 内藤　誼人∥著 梧桐書院
何を学ぶか 大江／健三郎∥〔述〕 読売新聞東京本社

ウォール街の物理学者
ジェイムズ　オーウェ
ン　ウェザーオール∥

早川書房

創造的人間 湯川  秀樹∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
益川博士のつぶやきカフェ 益川　敏英∥著 三省堂
ストックホルムへの廻り道 大村 智∥著 日本経済新聞出版社
中村修二の反骨教育論 中村  修二∥著 小学館
卵が飛ぶまで考える 下村　裕∥著 日本経済新聞出版社
考古学者は名探偵 山本　忠尚∥著 論創社
冥王星を殺したのは私です マイク　ブラウン∥著 飛鳥新社
人間にとって科学とはなにか 湯川　秀樹∥〔著〕 中央公論新社
経済学者たちの日米開戦 牧野 邦昭∥著 新潮社
宗教学者の父が娘に語る宗教のはなし 島田  裕巳∥著 牧野出版
ｉＰＳ細胞が医療をここまで変える 山中  伸弥∥監修 ＰＨＰ研究所
夢を持ち続けよう！ 根岸　英一∥著 共同通信社
昆虫学者はやめられない 小松 貴∥著 新潮社
山中伸弥人体を語る 山中 伸弥∥[著] 小学館クリエイティ
天文学者に素朴な疑問をぶつけたら宇宙科学の最
先端までわかったはなし

津村 耕司∥著 大和書房

人間の旬 大村  智∥著 毎日新聞出版
人間の未来AIの未来 山中 伸弥∥著 講談社
バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎∥著 光文社
朝永振一郎 朝永  振一郎∥著 平凡社
宇宙考古学の冒険 サラ  パーカック∥著 光文社
恐竜まみれ 小林 快次∥著 新潮社
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
もがいて、もがいて、古生物学者!! 木村 由莉∥著 ブックマン社
いまどきの死体 西尾 元∥著 幻冬舎
益川流「のりしろ」思考 益川　敏英∥著 扶桑社

物理学者のすごい思考法 橋本 幸士∥著
集英社インターナ
ショナル
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僕はこうして科学者になった 益川  敏英∥著 文芸春秋
自然に学ぶ 白川 英樹∥著 法藏館
日本の火山に登る 及川 輝樹∥著 山と溪谷社
世にも美しき数学者たちの日常 二宮 敦人∥著 幻冬舎
いっしょに考えてみようや 小林　誠∥著 朝日新聞出版
事実は真実の敵なり 野依　良治∥著 日本経済新聞出版社
在野研究ビギナーズ 荒木 優太∥編著 明石書店
生物学的に、しょうがない! 石川 幹人∥著 サンマーク出版
走り続ける力 山中 伸弥∥著 毎日新聞出版
未来は決まっており、自分の意志など存在しな 妹尾 武治∥著 光文社
クラゲの光に魅せられて 下村　脩∥著 朝日新聞出版
言語学者が政治家を丸裸にする 東　照二∥著 文芸春秋
法医学者の使命 吉田 謙一∥著 岩波書店
天野先生の「青色ＬＥＤの世界」 天野  浩∥著 講談社
ぼくの昆虫学の先生たちへ 今福 龍太∥著 筑摩書房
経済学者が語るスポーツの力 佐々木 勝∥著 有斐閣
沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩 晃太郎∥著 新潮社
スピンはめぐる 朝永　振一郎∥〔著〕 みすず書房
フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡 乾∥著 創元社

天体観測に魅せられた人たち
エミリー  レヴェック
∥著

原書房

ヘンな科学 五十嵐 杏南∥著 総合法令出版

ランニング王国を生きる
マイケル  クローリー
∥著

青土社

電柱鳥類学 三上 修∥著 岩波書店

私の科学者ライフ
女性科学者に明るい未
来をの会∥編

日本評論社

昆虫学者の目のツケドコロ 井手 竜也∥著 ベレ出版

ロボット学者、植物に学ぶ
バルバラ  マッツォラ
イ∥著

白揚社

凍る海の不思議 野村 大樹∥著 海文堂出版
言語学バーリ・トゥード Round1 川添 愛∥著 東京大学出版会
がん免疫療法とは何か 本庶 佑∥著 岩波書店
恐竜学者は止まらない! 田中 康平∥著 創元社
私の脳科学講義 利根川／進∥著 岩波書店
ニュートリノで探る宇宙と素粒子 梶田  隆章∥著 平凡社
オプションを活かそう 江崎  玲於奈∥著 中央公論新社
研究はみずみずしく 野依／良治∥著 名古屋大学出版会
ネアンデルタール人は私たちと交配した スヴァンテ  ペーボ∥ 文芸春秋
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ごめん！ 中村／修二∥著 ダイヤモンド社
生涯最高の失敗 田中／耕一∥著 朝日新聞社
人生は意図を超えて 野依／良治∥著 朝日新聞社
「フラフラ」のすすめ 益川　敏英∥著 講談社
「役に立たない」研究の未来 初田 哲男∥著 柏書房
素粒子はおもしろい 益川　敏英∥著 岩波書店
チョウはなぜ飛ぶか 日高 敏隆∥作 岩波書店
青い光に魅せられて 赤崎　勇∥著 日本経済新聞出版社
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