
アインシュタイン著作・関連図書
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ＩＤ

晩年に想う アインシュタイン／[著] 日本評論社 1950 1100936689
現代人の思想　19 平凡社 1967 1107420091
光量子論 A.Einstein／著 東海大学出版会 1969 1103430193
現代数学の世界　5 サイエンティフィック・アメリカン／編 講談社 1971 1101030441
世界の名著　66 中央公論社 1977 1101359592
生き方の研究 森本 哲郎／著 新潮社 1987 1106713702
ヒトはなぜ戦争をするのか? アルバート・アインシュタイン／著 花風社 2000 1106917584
アインシュタイン日本で相対論を語る アルバート・アインシュタイン／著 講談社 2001 1105998015
特殊および一般相対性理論について アルバート・アインシュタイン／著 白揚社 2004 1108071398
相対論の意味 アインシュタイン／著 岩波書店 2015 1110530142
アインシュタインの旅行日記 アルバート・アインシュタイン／著 草思社 2019 1111033161
アインシュタイン評伝

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ＩＤ
アインシュタインの生涯 C.ゼーリッヒ／著 東京図書 1957 1103429666
世界の人間像　4 角川書店編集部／編 角川書店 1961 1101640355
アインシュタインの部屋　上 エド・レジス／著 工作舎 1990 1100064847
アインシュタインの部屋　下 エド・レジス／著 工作舎 1990 1100064854
アインシュタインはなぜアインシュタインになっ
たのか

金子 務／著 平凡社 1990 1101563458

素顔のアインシュタイン H.デュカス／編 東京図書 1991 1101563474
アインシュタイン スティーヴ・パーカー／著 岩波書店 1995 1200365979
アインシュタイン劇場 金子 務／著 青土社 1996 1100190840
人間アインシュタインと相対性理論 渡辺 正雄／監修 講談社 1999 1106034604
我がアインシュタインの栄光と苦悩 青柳 忠克／著 創英社 2002 1108184597
アインシュタインの恋　上 デニス・オーヴァーバイ／著 青土社 2003 1108024736
アインシュタインの恋　下 デニス・オーヴァーバイ／著 青土社 2003 1108024728
彼ら抜きでいられるか ハンス・ユルゲン・シュルツ／編 新曜社 2004 1108265826
物理学者たちの20世紀 アブラハム・パイス／著 朝日新聞社 2004 1108179340
評伝アインシュタイン フィリップ・フランク／[著] 岩波書店 2005 1108299973
アインシュタイン16歳の夢 戸田 盛和／著 岩波書店 2005 1108255199
アインシュタイン ジェレミー・バーンスタイン／著 大月書店 2007 1110805882
アインシュタイン　上 ウォルター・アイザックソン／著 武田ランダムハウスジャパン 2011 1108702653
アインシュタイン　下 ウォルター・アイザックソン／著 武田ランダムハウスジャパン 2011 1108702661
アインシュタインファイル フレッド・ジェローム／著 太田出版 2011 1108759356
図説アインシュタイン大全 アンドルー・ロビンソン／編著 東洋書林 2011 1108715200
アインシュタインの逆オメガ 小泉 英明／著 文藝春秋 2014 1110504758
アインシュタインとヴァイオリン 西原 稔／著 ヤマハミュージックメディア 2014 1110350582
ニュートンのりんご、アインシュタインの神 アルベルト・A.マルティネス／著 青土社 2015 1110414610
疑惑の科学者たち ジル・アルプティアン／著 原書房 2018 1110773304
天才と発達障害 岩波明／著 文藝春秋 2019 1111028690
アインシュタインと同時代を生きた人びと

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ＩＤ
随想全集　9 尚学図書 1969 1103586697
湯川秀樹著作集　1 湯川 秀樹／著 岩波書店 1989 1104977945
湯川秀樹著作集　5 湯川 秀樹／著 岩波書店 1989 1104977986
湯川秀樹著作集　7 湯川 秀樹／著 岩波書店 1989 1104978000
アインシュタイン博物館 杉元 賢治／著 丸善 1994 1100190857
引導をわたせる医者となれ 比企 寿美子／著 春秋社 1999 1101938163
アインシュタインここに生きる アブラハム・パイス／著 産業図書 2001 1105986317
アインシュタインの東京大学講義録 杉元 賢治／編著 大竹出版 2001 1105985228
その時歴史が動いた　14 NHK取材班／編 KTC中央出版 2002 1108145473
アインシュタイン・ショック　1 金子 務／著 岩波書店 2005 1108258805
アインシュタイン・ショック　2 金子 務／著 岩波書店 2005 1108262443
友よ 弔辞という詩 サイラス・M.コープランド／編 河出書房新社 2007 1108447408
アインシュタインとロブソン フレッド・ジェローム／著 法政大学出版局 2008 1108477900
湯川秀樹とアインシュタイン 田中 正／著 岩波書店 2008 1108480979
精神と自然 ヘルマン・ワイル／著 筑摩書房 2014 1110194659
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アインシュタイン、神を語る ウィリアム・ヘルマンス／著 工作舎 2015 1110443577
ハンス・アルバート・アインシュタイン エリザベス・ロボズ・アインシュタイン／著 技報堂出版 2015 1110440227
アインシュタインとヒトラーの科学者 ブルース・J.ヒルマン／著 原書房 2016 1110468442
アインシュタインの言葉

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ＩＤ
アインシュタイン150の言葉 アインシュタイン／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 1997 1107146662
アインシュタインは語る アインシュタイン／[著] 大月書店 1997 1101953949
アインシュタインにきいてみよう アインシュタイン／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2006 1108367374
ノーベル賞とアインシュタイン

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ＩＤ
ノーベル賞で語る現代物理学 池内 了／著 新書館 2008 1108569441
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 1107926667
ノーベル賞でたどる物理の歴史 小山 慶太／著 丸善出版 2013 1110335492
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 1110509492
ノーベル賞でつかむ現代科学 小山慶太／著 岩波書店 2016 1110581897
アインシュタインと物理学

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料ＩＤ
神は老獪にして… アブラハム・パイス／著 産業図書 1987 1105996977
おもしろい相対性理論 林 一／著 東京図書 1991 1100121415
世界を変えた式 ハラルド・フリッチ／著 丸善 1996 1106121534
アインシュタインとファインマンの理論を学ぶ 竹内 薫／著 工学社 2000 1105944407
アインシュタインと銀河鉄道の夜 斎藤 文一／著 新潮社 2001 1105586844
アインシュタイン不可解な思考の世界 ニュートンプレス 2002 1106943689
アインシュタインの遺産 Barry Parker／著 共立出版 2004 1108064328
となりのアインシュタイン 福江 純／著 PHPエディターズ・グループ 2004 1108260132
アインシュタインの思考をたどる 内井 惣七／著 ミネルヴァ書房 2004 1108255991
100歳になった相対性理論 福江 純／著 講談社 2005 1108270198
早わかりアインシュタインの宇宙 マルティン・コルネリウス／著 大月書店 2005 1108086602
世界を数式で想像できれば ロビン・アリアンロッド／著 青土社 2006 1108501154
重力波とアインシュタイン ダニエル・ケネフィック／著 青土社 2008 1108559889
アインシュタインの望遠鏡 エヴァリン・ゲイツ／著 早川書房 2009 1108871540
アインシュタインの反乱と量子コンピュータ 佐藤 文隆／著 京都大学学術出版会 2009 1108812585
ニュートン力学からはじめるアインシュタイン
の相対性理論 林 光男／著 講談社 2010 1108909035
光を止められるか 米谷 民明／著 岩波書店 2011 1108927383
なぜE=mc[2]なのか? ブライアン・コックス／[著] 紀伊國屋書店 2011 1108754605
高校数学でわかる相対性理論 竹内 淳／著 講談社 2013 1110110606
世界の科学者図鑑 アンドルー・ロビンソン／編 原書房 2013 1110304506
だれが原子をみたか 江沢 洋／著 岩波書店 2013 1108965409
量子革命 マンジット・クマール／[著] 新潮社 2013 1110120811
パーフェクト・セオリー ペドロ・G.フェレイラ／著 NHK出版 2014 1110372636
アインシュタインのパラドックス アンドリュー・ウィテイカー／[著] 岩波書店 2014 1110161336
ひとりで学べる一般相対性理論 唐木田 健一／著 講談社 2015 1110561501
アインシュタイン相対論の100年 ニュートンプレス 2015 1110511142
アインシュタインの時計ポアンカレの地図 ピーター・ギャリソン／[著] 名古屋大学出版会 2015 1110452800
もしも、アインシュタインが間違っていたら? ブライアン・クレッグ／編集 すばる舎リンケージ 2015 1110418256
アインシュタインvs.量子力学 森田 邦久／著 化学同人 2015 1110503867
高校数学でわかるアインシュタイン 酒井邦嘉／著 東京大学出版会 2016 1110810684
14歳のための宇宙授業 佐治晴夫／著 春秋社 2016 1110821202
重力波は歌う ジャンナ・レヴィン／著 早川書房 2016 1110476601
図で読み解く特殊および一般相対性理論の
物理的意味

小林啓祐／著 日本評論社 2017 1110765383

図説世界を変えた書物 竺覚暁／著 グラフィック社 2017 1110756580

幻の惑星ヴァルカン トマス・レヴェンソン／著 亜紀書房 2017 1110870738
世にも不思議で美しい「相対性理論」 佐藤勝彦／著 実務教育出版 2017 1110735428
重力で宇宙を見る 二間瀬敏史／著 河出書房新社 2017 1110752522
現代物理学が描く宇宙論 真貝寿明／著 共立出版 2018 1110935622
E=mc[2]のからくり 山田克哉／著 講談社 2018 1110771092
物理学をつくった重要な実験はいかに報告さ [モリス・H.シャモス／編著] 朝倉書店 2018 1110943931
アインシュタインの物理学革命 唐木田健一／著 日本評論社 2018 1110781067
一般相対論入門 須藤靖／著 日本評論社 2019 1111045959

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町

TEL 075-762-4655 / FAX 075-762-4653

http://www.library.pref.kyoto.jp/


