
        
 

 

 

科学の名著ガイドブック 

タイトル 著者名 出版者 出版年 資料バーコード 

竹内薫の「科学の名著」案内 竹内薫／著 徳間書店 2020 1110923735 

世界を変えた 150の科学の本 ブライアン・クレッグ／著 創元社 2020 1111058507 

科学の名著 50冊が 1冊でざっと学べる 西村能一／著 KADOKAWA 2020 1111082390 

35の名著でたどる科学史 小山慶太／著 丸善出版 2019 1111021125 

世界がわかる理系の名著 鎌田 浩毅／著 文藝春秋 2009 1108822386 

自然科学の名著 湯浅 光朝／編 毎日新聞社 1954 1103421143 

 

科学者の伝記 

ニュートリノと私 小柴 昌俊／著 PHP研究所 2014 1110388160 

二重らせん第三の男 モーリス・ウィルキンズ／[著] 岩波書店 2005 1108356880 

ニュートンの海 ジェイムズ・クリック／著 ほか 日本放送出版協会 2005 1108307438 

ダーウィン自伝 チャールズ・ダーウィン／著 筑摩書房 2000 1106012626 

ご冗談でしょう、ファインマンさん 1・2 ファインマン／著 ほか 岩波書店 1986 1100190998  

  ほか 

ロザリンド・フランクリンと DNA アン・セイヤー／著 草思社 1979 1101563730 

旅人 湯川 秀樹／著 講談社 1968 1101645206 

 

数学 

百万人の数学 上・下 ランスロット・ホグベン／著 日本評論社 2015 1110462296 

         ほか 

素数はなぜ人を惹きつけるのか 竹内 薫／著 朝日新聞出版 2015 1110417456 

ユークリッド原論 ユークリッド／[著] 共立出版 2011 1108696723 

数学は世界を変える リリアン・R.リーバー／著 ソフトバンククリエ

イティブ 
2011 1108703222 

フラットランド エドウィン・アボット・アボット／著 日経 BP社 2009 1108826239 

素数に憑かれた人たち ジョン・ダービーシャー／著 日経 BP社 2004 1108066356 

フェルマーの最終定理 サイモン・シン／[著] 新潮社 2000 1106879586 

数の悪魔 エンツェンスベルガー／著 晶文社 1998 1101845855 

零の発見 吉田洋一／著 岩波書店 1979 1110639992 

 

物理学・化学 

フーリエ熱の解析的理論 フーリエ／[著] 朝倉書店 2020 1110920673 

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 

ロウソクの科学 ファラデー／著 岩波書店 2010 1108904473 

宇宙は何でできているのか 村山 斉／著 幻冬舎 2010 1108909548 

宇宙を織りなすもの 上・下 ブライアン・グリーン／著 ほか 草思社 2009 1108822113 

         ほか 

迷走する物理学 リー・スモーリン／著 ランダムハウス講談社 2007 1108532324 

光と物質のふしぎな理論 R.P.ファインマン／[著] 岩波書店 2007 1108413640 

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 

磁力と重力の発見 1～3 山本 義隆／[著] みすず書房 2003 1108027457 

         ほか 

懐疑の化学者 ボイル／著 内田老鶴圃 1987 1101089850 

踊る物理学者たち ゲーリー・ズーカフ／著 青土社 1985 1101086252 

光学 ニュートン／著 岩波書店 1983 1102681184 

X線からクォークまで エミリオ・セグレ／著 みすず書房 1982 1101085643 

だれが原子をみたか 江沢 洋／[著] 岩波書店 1980 1101088498 

物理学とは何だろうか 上・下 朝永 振一郎／著 岩波書店 1979 1102640347 

科学の名著 

令和３年７月 28日作成 



天文学・宇宙科学・地球科学・地学 

タイトル 著者名 出版者 出版年 資料バーコード 

第 6の大絶滅は起こるのか ピーター・ブラネン／著 築地書館 2019 1111020374 

完訳天球回転論 コペルニクス／[著] みすず書房 2017 1110754353 

星界の報告 ガリレオ・ガリレイ／[著] 講談社 2017 1110853213 

誰も読まなかったコペルニクス オーウェン・ギンガリッチ／著 早川書房 2005 1108091834 

ニュートリノ天体物理学入門 小柴 昌俊／著 講談社 2002 1107056929 

虹の解体 リチャード・ドーキンス／著 早川書房 2001 1105578510 

銀河の世界 ハッブル／[著] 岩波書店 1999 1105448185 

ワンダフル・ライフ  スティーヴン・ジェイ・グールド／著 早川書房 1993 1100151461 

ホーキング、宇宙を語る S・W・ホーキング／著 早川書房 1989 1100148954 

四次元の冒険 ルディ・ラッカー／著 工作舎 1989 1100100690 

地球生命圏 ジム・ラヴロック／著 工作舎 1984 1100149911 

アルマゲスト プトレマイオス／著 恒星社厚生閣 1982 1106126111 

大陸と海洋の起源 アルフレッド・ウェゲナー／[著] 講談社 1980 1101290177 

Cosmos 上・下 カール・セーガン／著 朝日新聞社 1980 1100148830 

ほか 

ケプラーの夢 ヨハネス・ケプラー／著 講談社 1978 1101288056 

雪 中谷 宇吉郎／著 岩波書店 1975 1102641410 
 

生物化学・一般生物学・植物学・動物学 

バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎／著 光文社 2017 1110850490 

生命、エネルギー、進化 ニック・レーン／[著] みすず書房 2016 1110492236 

イグノランス S.ファイアスタイン／著 東京化学同人 2014 1110368790 

新編チョウはなぜ飛ぶか 日高 敏隆／著 朝日出版社 2011 1108697168 

生物の驚異的な形 エルンスト・ヘッケル／著 河出書房新社 2009 1108830660 

生物と無生物のあいだ 福岡 伸一／著 講談社 2007 1108416973 

利己的な遺伝子 リチャード・ドーキンス／[著] 紀伊國屋書店 2006 1108378496 

サンバガエルの謎 アーサー・ケストラー／[著] 岩波書店 2002 1107050500 

雑種植物の研究 メンデル／[著] 岩波書店 1999 1105143042 

動物誌 上・下 アリストテレース／[著] 岩波書店 1998･

99 

1105142499 

ほか 

ピルトダウン フランク・スペンサー／[著] みすず書房 1996 1106150566 

蝶の生活 シュナック／著 岩波書店 1993 1102681895 

ゾウの時間ネズミの時間 本川 達雄／著 中央公論社 1992 1102642756 

ソロモンの指環 コンラート・ローレンツ／著 早川書房 1987 1101523049 

ルーシー ドナルド・C.ジョハンソン／著 どうぶつ社 1986 1106160524 

生命とは何か E.シュレーディンガー／著 岩波書店 1985 1107414284 

ミクログラフィア ロバート・フック／著 仮説社 1984 1107454488 

裸のサル デズモンド・モリス／著 河出書房新社 1983 1101523197 

地球の生きものたち デーヴィッド・アテンボロー／著 早川書房 1982 1101522421 

生物から見た世界 ヤーコプ・フォン・ユクスキュル／著 思索社 1982 1103457733 

二重らせん ジェームス・D・ワトソン／著 パシフィカ 1980 1100403896 

偶然と必然 ジャック・モノー／[著] みすず書房 1980 1101325759 

ファーブル昆虫記 １～３ ファーブル／[著] 白水社 1967･

70 

1107488981 

ほか 

植物記 [正]・続 牧野 富太郎／著 桜井書店 1943･

44 

1101349585 

ほか 
 

医学・薬学 
科学の女性差別とたたかう アンジェラ・サイニー／著 作品社 2019 1110968276 

不死細胞ヒーラ レベッカ・スクルート／著 講談社 2011 1108723311 

自然界における両性 A.B.ブラックウェル／[著] 法政大学出版局 2010 1108637115 

アヴィセンナ『医学典範』日本語訳 アヴィセンナ／[著] 第三書館 2010 1108935063 

自然認識の限界について・宇宙の七つの謎 デュ・ボア・レーモン／著 岩波書店 1988 1102681903 

ねずみ・しらみ・文明 ジンサー／[著] みすず書房 1966 1103480776 
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