学情センター２Ｆ企画展示

宇宙

展示期間：2012.5.14-5.26

書名

巻号次 配置場所

ポケットの中の宇宙 / アニリール・セルカン著. -- 中央公論新社, 2009.8. -- (中公新書ラクレ ;
327).
宇宙をプログラムする宇宙 : いかにして「計算する宇宙」は複雑な世界を創ったか? / セス・ロイド
著 ; 水谷淳訳. -- 早川書房, 2007.11.

請求記号

4F新書版

002//A49//2041

3F開架新体系

007.1//L76//8780

宇宙を哲学する / 伊藤邦武著. -- 岩波書店, 2007.11. -- (哲学塾).

3F開架新体系

104//TE86//8901

古代中国の宇宙論 / 浅野裕一著. -- 岩波書店, 2006.9.

3F開架新体系

124//A87//6085

空飛ぶ円盤 / C.G.ユング著 ; 松代洋一訳. -- 筑摩書房, 1993.5. -- (ちくま学芸文庫).

4F文庫版

146.15//J95//2106

宇宙への遠い道 / 糸川英夫編. -- 文芸春秋, 1970. -- (現代の冒険 ; 第4).
サイエンス・ファクション : 疑り深い科学者のための宇宙旅行入門 / ヘーラルト・トホーフト [著] ;
二宮正夫, 二宮彰訳. -- 岩波書店, 2010.12.
望遠鏡 : 宇宙の観測 / 海部宣男著. -- 岩波書店, 2005.8. -- (岩波講座物理の世界 / 佐藤文
隆 [ほか] 編 . ものを見るとらえる ; 7).
宇宙は何でできているのか : 素粒子物理学で解く宇宙の謎 / 村山斉著. -- 幻冬舎, 2010.9. -(幻冬舎新書 ; 187, [む-2-1]).

B2中央旧
4宇宙への

298//G2//4

3F開架新体系

404//H85//8288

3F開架新体系

420.8//I95//4790

4F新書版

429.6//MU62//7007

大宇宙の旅 / 荒木俊馬著. -- 復刻版. -- 恒星社厚生閣, 2006.7.

3F開架新体系

440//A64//2684

シネマ天文楽入門 : 宇宙SF映画を愉しむ / 福江純著. -- 裳華房, 2006.11. -- (ポピュラーサイ
エンス ; 278).

3F開架新体系

440//F74//7514

ミステリアスな宇宙 : 天文学者が注目する20の天体 / 半田利弘著. -- 誠文堂新光社, 2006.9.

3F開架新体系

440//H29//6018

地球外生命を求めて / マーク・カウフマン著 ; 奥田祐士訳. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン,
2011.9. -- (Dis+coverサイエンス ; 009).

3F学生選書

440//KA89//8104

ミステリーサークル : 円環効果とは何か / G.T.Meaden[著] ; 大槻義彦訳. -- 丸善, 1990.6.

3F開架新体系

440//ME11//9824

ET・宇宙人との交信 : 宇宙環境と生命 / NHK取材班著. -- 日本放送出版協会, 1990.8. -(NHKサイエンススペシャル . 銀河宇宙オデッセイ ; 4).

B2中央NL

NL440//N5//1-4

宇宙デジタル図鑑 : NHKサイエンスアイ / NHK科学番組部編. -- 日本放送出版協会, 2000.4.

3F開架新体系

440//N71//0853

地球外生命体を探せ / NHK「サイエンスZERO」取材班, 田村元秀編著. -- NHK出版, 2011.2. - (NHKサイエンスZERO).

3F開架新体系

440//N71//4256

宇宙ウォッチング / 沼澤茂美, 脇屋奈々代著. -- 新星出版社, [2011.6].

3F開架新体系

440//N99//7712

宇宙を読む : カラー版 / 谷口義明著. -- 中央公論新社, 2006.7. -- (中公新書 ; 1856).

4F新書版

440//TA87//2646

3F開架新体系

440//W38//5544

4F新書版

440//W46//5457

3F開架新体系

440//W46//9262

3F開架新体系

440//W51//7116

4F新書版

440.2//SA47//6029

3F開架新体系

440.2//SA85//1933

3F開架新体系

440.28//U25//6840

B2中央N

N440.4//A3//1

B2中央旧

440.4//A7//1

3F開架新体系

440.4//I72//9469

3F開架新体系

440.4//I95//2082

4F新書版

440.4//MA77//6883

生命と非生命のあいだ : NASAの地球外生命研究 / ピーター・D.ウォード著 ; 長野敬, 野村尚子
訳. -- 青土社, 2008.6.
天体写真でひもとく宇宙のふしぎ : 皆既日食にまつわる3つの偶然とは?楕円銀河は共食いで太
る? / 渡部潤一著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2009.11. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-139).
夜空からはじまる天文学入門 : 素朴な疑問で開く宇宙のとびら / 渡部潤一著. -- 化学同人,
2009.5. -- (DOJIN選書 ; 25).
広い宇宙に地球人しか見当たらない50の理由 : フェルミのパラドックス / スティーヴン・ウェッブ著
; 松浦俊輔訳. -- 青土社, 2004.7.
天文学をつくった巨人たち : 宇宙像の革新史 / 桜井邦朋著. -- 中央公論新社, 2011.9. -- (中
公新書 ; 2130).
眠れなくなる宇宙のはなし / 佐藤勝彦著. -- 宝島社, 2008.7.
宇宙人探索のパイオニアたち / David W. Swift編 ; 桜井邦朋, 桜井美樹訳. -- 共立出版,
1992.9.
宇宙からの訪問者 : 偉大な惑星人との会見記 / ジョージ・アダムスキー著 ; 久保田八郎訳. -- ユ
ニバース出版社, 1976. -- (ユニバースUFOシリーズ).
大いなる一歩 : アポロ11号全記録 / ニール・アームストロング, マイケル・コリンズ, エドウィン・E.オ
ルドリン Jr.著 ; 日下実男訳. -- 早川書房, 1973.9.
天文屋渡世 / 石田五郎[著]. -- みすず書房, 2011.1. -- (大人の本棚).
ブックガイド「宇宙」を読む / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2008.11. -- (岩波科学ライブラ
リー ; 152).
宇宙人としての生き方 : アストロバイオロジーへの招待 / 松井孝典著. -- 岩波書店, 2003.5. -(岩波新書 ; 新赤版 839).
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書名

巻号次 配置場所

生命の起源を宇宙に求めて : パンスペルミアの方舟 / 長沼毅著. -- 化学同人, 2010.11. -(DOJIN選書 ; 36).
ブラックホールで死んでみる : タイソン博士の説き語り宇宙論 / ニール・ドグラース・タイソン著 ;
吉田三知世訳. -- 早川書房, 2008.10.
宇宙へのまなざし : すばる望遠鏡天体画像集 / 国立天文台編. -- 丸善, 2009.9. -- (ビジュアル
天文学).
ハッブル望遠鏡が見た宇宙 : カラー版 / 野本陽代, R.ウィリアムズ著. -- [正], 続. -- 岩波書店,
1997.4-2000.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 499, 691).
ハッブル望遠鏡が見た宇宙 : カラー版 / 野本陽代, R.ウィリアムズ著. -- [正], 続. -- 岩波書店,
続
1997.4-2000.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 499, 691).
ファースト・コンタクト : 地球外知性体と出会う日 / 金子隆一著. -- 文芸春秋, 1998.10. -- (文春
新書 ; 004).

請求記号

3F開架新体系

440.4//N16//9560

3F開架新体系

440.4//TY8//1987

3F開架新体系

440.87//KO49//4122

4F新書版

440.87//W74//0424

4F新書版

440.87//W74//5898

4F新書版

440.9//KA53//8554

星空への招待 : 星を見よう宇宙を知ろう! / 藤井旭著. -- 河出書房新社, 2005.9.

3F開架新体系

442//F57//2246

宇宙旅行シミュレーション : パソコンで巡る137億光年の旅 / 国立天文台4次元デジタル宇宙プロ
ジェクト監修. -- インプレスジャパン.

3F開架新体系

442//KO49//5506

21世紀の宇宙観測 / 家正則監修. -- 誠文堂新光社, 2002.12.

3F開架新体系

442//N73//1600

双眼鏡で星空ウォッチング / 白尾元理著. -- 第2版. -- 丸善, 2001.10.

3F開架新体系

442//SH84//1785

4F新書版

442//W46//0061

4F新書版

442.3//N94//2636

3F開架新体系

442.3//SC3//2095

星空を歩く : 巨大望遠鏡が見た宇宙 / 渡部潤一著. -- 講談社, 2000.5. -- (講談社現代新書 ;
1503).
カラー版ハッブル望遠鏡宇宙の謎に挑む / 野本陽代著. -- 講談社, 2009.8. -- (講談社現代新
書 ; 2011).
星空の400年 : 天体望遠鏡の歴史と宇宙 / Govert Schilling, Lars Lindberg Christensen著 : 縣秀
彦, 関口和寛訳. -- 丸善, 2009.7. -- (ビジュアル天文学).
宇宙画像 : 世界の望遠鏡がとらえた1年間の厳選天体 : ハッブル,スピッツァー,チャンドラ,すば
る,VLT… : 全画像解説付き / 田村元秀監修. -- 2009. -- ニュートンプレス, 2009.2. -- (ニュー
トン別冊).
宇宙を解く壮大な10の実験 / アニル・アナンサスワーミー著 ; 松浦俊輔訳. -- 河出書房新社,
2010.9.
膨張宇宙の発見 : ハッブルの影に消えた天文学者たち / マーシャ・バトゥーシャク著 ; 長沢工,
永山淳子訳. -- 地人書館, 2011.8.
宇宙のダークエネルギー : 「未知なる力」の謎を解く / 土居守著, 松原隆彦著. -- 光文社,
2011.9. -- (光文社新書 ; 539).

2009 3F開架新体系

L442.3//U25//2422

3F開架新体系

443.9//A46//5931

3F開架新体系

443.9//B25//5446

4F新書版

443.9//D83//6063

ビッグバンの父の真実 / ジョン・ファレル著 ; 吉田三知世訳. -- 日経BP社.

3F開架新体系

443.9//F15//6451

目からウロコの宇宙論入門 / 福江純著. -- ミネルヴァ書房, 2008.8. -- (Minerva S. text library ;
1).

3F開架新体系

443.9//F74//9527

隠れていた宇宙 / ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2011.7.

下

3F開架新体系

443.9//G82//6778

隠れていた宇宙 / ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2011.7.

上

3F開架新体系

443.9//G82//6779

4F新書版

443.9//H26//3470

3F開架新体系

443.9//H45//0435

観測的宇宙論への招待 : 宇宙はいかに解明されてきたか / 池内了著. -- 日経BP社.

3F開架新体系

443.9//I35//3132

宇宙に外側はあるか / 松原隆彦著. -- 光文社, 2012.2. -- (光文社新書 ; 564).

4F新書版

443.9//MA73//0006

宇宙の未解明問題 : 宇宙の起源・量子重力理論・ワームホール / リチャード・ハモンド著 ; 大貫
昌子訳. -- 講談社, 2010.6. -- (ブルーバックス ; B-1687).
ホーキング、宇宙と人間を語る / スティーヴン・ホーキング, レナード・ムロディナウ著 ; 佐藤勝彦
訳. -- エクスナレッジ, 2011.1.

ビッグバン宇宙論 / サイモン・シン著 ; 青木薫訳. -- 上, 下. -- 新潮社, 2006.6.

上

3F開架新体系

443.9//SI8//6719

ビッグバン宇宙論 / サイモン・シン著 ; 青木薫訳. -- 上, 下. -- 新潮社, 2006.6.

下

3F開架新体系

443.9//SI8//6720

3F開架新体系

443.9//SU79//9162

4F文庫版

443.9//W55//0624

宇宙に果てはあるか / 吉田伸夫著. -- 新潮社, 2007.1. -- (新潮選書).

3F開架新体系

443.9//Y86//9960

論争する宇宙 / 吉井讓著. -- 集英社, 2006.1. -- (集英社新書 ; 0327G).

4F新書版

443.9//Y88//5721

3F開架新体系

444//H54//0925

4F新書版

444//KA37//5529

宇宙のランドスケープ : 宇宙の謎にひも理論が答えを出す / レオナルド・サスキンド著 ; 林田陽
子訳. -- 日経BP社.
宇宙創成はじめの3分間 / S.ワインバーグ著 ; 小尾信彌訳. -- 筑摩書房, 2008.9. -- (ちくま学芸
文庫 ; [ワ10-2]).

太陽は23歳!? : 皆既日食と太陽の科学 / 日江井榮二郎著. -- 岩波書店, 2009.7. -- (岩波科学
ライブラリー ; 160).
太陽と地球のふしぎな関係 : 絶対君主と無力なしもべ / 上出洋介著. -- 講談社, 2011.8. -- (ブ
ルーバックス ; B-1713).

2

書名

巻号次 配置場所

探査機でここまでわかった太陽系 : 惑星探査機とその成果 / 松井孝典著. -- 技術評論社,
2011.8. -- (知りたいサイエンス ; 101).
太陽の科学 : 磁場から宇宙の謎に迫る / 柴田一成著. -- 日本放送出版協会, 2010.1. -- (NHK
ブックス ; 1149).
有翼日輪の謎 : 太陽磁気圏と古代日食 / 斎藤尚生著. -- 中央公論社, 1982.10. -- (中公新書
; 668).
宇宙は生命でいっぱい? : 惑星探査が明らかにする新しい宇宙 / アラン・ボス著 ; 竹内薫訳. -NTT出版, 2012.1.
太陽系大紀行 / 野本陽代著. -- 岩波書店, 2010.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1279).

3F開架新体系

444//MA77//4233

3F開架新体系

444//SH18//6986

B2中央N

N444.7//S2//1

3F開架新体系

445//B66//8960

4F新書版

445//N94//6716

月への招待状 : 月のすべてがわかるDVD&BOOK / 村沢譲著 ; 協力: JAXA(宇宙航空研究開発
3F開架新体系
機構). -- インプレスジャパン.
月面ウォッチング : エリア別ガイドマップ / A.ルークル著 ; 山田卓訳. -- : 新装版. -- 地人書館,
: 新装版3F開架新体系
2004.11.
驚異の地球 : スペースシャトルが克明にとらえた大地、海洋、大気の映像 / ジェイ・アプト, マイケ
ル・ヘルファート, ジャスティン・ウィルキソン著 ; ロジャー・レスマイヤー編. -- 日経BP社. -- (ナ
3F開架大型本
ショナルジオグラフィック).
宇宙飛行士が撮った母なる地球 / 野口聡一メッセージ ; 宇宙航空研究開発機構協力. -- 中央
3F開架新体系
公論新社, 2010.12.
宇宙天気 : 宇宙の天気予報はできるのか? / 篠原学著. -- 誠文堂新光社, 2009.9.

請求記号

446//MU56//5507
L446.8//R84//2115
L450//A59//0907
450//N93//9440

3F開架新体系

450.12//SH67//6300

3F開架新体系

451.85//SV//3633

3F開架新体系

498.44//V62//4922

3F開架新体系

504//SA25//9752

3F開架新体系

538.9//A82//9081

3F開架新体系

L538.9//B49//5829

3F開架新体系

538.9//B64//0090

3F開架新体系

538.9//B94//2154

3F開架新体系

538.9//B94//2922

3F開架新体系

538.9//E25//4704

月に行こうか、火星に行くか / 五代富文著. -- 丸善, 2006.7.

3F開架新体系

538.9//G55//2689

小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 : プロジェクト立ち上げから帰還までの全記録 / 「はやぶさ」
プロジェクトチーム編. -- 講談社, 2011.3. -- (ブルーバックス ; B-1722).

4F新書版

538.9//H46//0825

人類が宇宙に住む / 岩田勉著 ; 宇宙航空研究開発機構編. -- 丸善プラネット.

3F開架新体系

538.9//I97//8879

3F開架新体系

538.9//KA92//0000

4F新書版

538.9//KA92//8247

3F開架新体系

538.9//MA72//6211

4F新書版

538.9//MA72//9016

4F新書版

538.9//MO45//4586

4F新書版

538.9//MO45//8354

4F新書版

538.9//N38//7670

4F新書版

538.9//N43//0480

4F新書版

538.9//O21//9331

3F開架新体系

538.9//R51//8168

不機嫌な太陽 : 気候変動のもうひとつのシナリオ / ヘンリク・スベンスマルク, ナイジェル・コール
ダー著 ; 青山洋訳. -- 恒星社厚生閣, 2010.3.
宇宙飛行士は早く老ける? : 重力と老化の意外な関係 / ジョーン・ヴァーニカス著 ; 向井千秋, 日
本宇宙フォーラム監修 ; 白崎修一訳. -- 朝日新聞社, 2006.9. -- (朝日選書 ; 805).
「ものづくり」と複雑系 : アポロ13号はなぜ帰還できたか / 齊藤了文著. -- 講談社, 1998.11. -(講談社選書メチエ ; 144).
「はやぶさ」からの贈り物 : 全記録・小惑星イトカワの砂が明かす地球誕生の秘密 / 朝日新聞取
材班著. -- 朝日新聞出版, 2011.1.
アポロ11号 : 月面着陸から現代へ / ピアーズ・ビゾニー著 ; 日暮雅通訳. -- 河出書房新社,
2009.7.
重力ゼロの世界へ : 宇宙空間での飛行士たちの生活 / ピーター・ボンド著 ; 鈴木豊雄他訳. -ニュートンプレス, 2000.11. -- (Newton science series).
ドラゴンフライ : ミール宇宙ステーション・悪夢の真実 / ブライアン・バロウ著 ; 北村道雄訳. -- 上,
上
下. -- 筑摩書房, 2000.5.
ドラゴンフライ : ミール宇宙ステーション・悪夢の真実 / ブライアン・バロウ著 ; 北村道雄訳. -- 上,
下
下. -- 筑摩書房, 2000.5.
宇宙旅行はエレベーターで / ブラッドリー・C.エドワーズ, フィリップ・レーガン著 ; 関根光宏訳. -ランダムハウス講談社, 2008.4.

はやぶさ、そうまでして君は : 生みの親がはじめて明かすプロジェクト秘話 / 川口淳一郎著. -宝島社, 2010.12.
小惑星探査機はやぶさ : 「玉手箱」は開かれた : カラー版 / 川口淳一郎著. -- 中央公論新社,
2010.12. -- (中公新書 ; 2089).
小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 : 挑戦と復活の2592日 : Hayabusa / 的川泰宣著. -- PHP研究
所, 2010.10.
月をめざした二人の科学者 : アポロとスプートニクの軌跡 / 的川泰宣著. -- 中央公論新社,
2000.12. -- (中公新書 ; 1566).
宇宙からの贈りもの / 毛利衛著. -- 岩波書店, 2001.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 739).
宇宙から学ぶ : ユニバソロジのすすめ / 毛利衛著. -- 岩波書店, 2011.12. -- (岩波新書 ; 新赤
版 1346).
宇宙と地球を視る人工衛星100 : スプートニク1号からひまわり、ハッブル、WMAP、スターダスト、
はやぶさ、みちびきまで / 中西貴之著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2010.11. -- (サイエンス・ア
イ新書 ; SIS-186).
クイズ宇宙旅行 : 逃げる宇宙船に追いつくにはどう操縦する? / 中冨信夫著. -- 講談社, 2007.2.
-- (ブルーバックス ; B-1542).
ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 / 大鐘良一, 小原健右著. -- 光文社, 2010.6. -- (光文社新書
; 467).
わたしを宇宙に連れてって : 無重力生活への挑戦 / メアリー・ローチ著 ; 池田真紀子訳. -NHK出版, 2011.10.
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書名

巻号次 配置場所

請求記号

宇宙開発秘話 : 日本のロケット技術者たちはかく考え行動した / 齋藤成文著. -- 三田出版会,
1995.8.

3F開架新体系

538.9//SA25//7471

僕が「火星」を歩いた日 : 宇宙探査最前線レポート / 笹沢教一著. -- 新潮社, 2006.12.

3F開架新体系

538.9//SA79//9166

宇宙エレベーターの物理学 / 佐藤実著. -- オーム社, 2011.4.

3F開架新体系

538.9//SA85//2382

3F開架新体系

538.9//SA85//7086

3F開架新体系

538.9//SC9//4812

3F開架新体系

538.9//SH49//1244

宇宙開発と国際政治 / 鈴木一人著. -- 岩波書店, 2011.3.

3F開架新体系

538.9//SU96//0960

宇宙からの帰還 / 立花隆著. -- 中央公論社, 1985.7. -- (中公文庫).

4F文庫版

538.9//TA13//2789

3F開架新体系

538.9//TA58//5565

3F開架新体系

538.9//Y36//5039

向井千秋メダカと飛んだ15日 / 読売新聞社編. -- 読売新聞社, 1994.9.

3F開架新体系

538.9//Y81//9825

国産ロケットH-II宇宙への挑戦 : 最先端技術にかけた男たちの夢 / 五代富文著. -- 徳間書店,
1994.4.

3F開架新体系

538.921//G55//6608

アポロ13号奇跡の生還 / ヘンリー・クーパーJr. [著] ; 立花隆訳. -- 新潮社, 1994.6.

3F開架新体系

538.9253//C87//9822

トコトンやさしい宇宙ロケットの本 / 的川泰宣著. -- 第2版. -- 日刊工業新聞社, 2011.4. -- (B&T
ブックス . 今日からモノ知りシリーズ).

3F開架新体系

538.93//MA72//2405

日本ロケット物語 / 大沢弘之監修. -- 新版. -- 誠文堂新光社, 2003.9.

3F開架新体系

538.93//N71//3712

NASAより宇宙に近い町工場 : 僕らのロケットが飛んだ / 植松努 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエン
ティワン, 2009.11.

3F開架新体系

538.93//U41//4764

宇宙ステーション入門 / 狼嘉彰 [ほか] 著. -- 第2版. -- 東京大学出版会, 2008.9.

3F開架新体系

538.95//O42//0562

4F新書版

538.95//W27//4349

3F開架新体系

538.95//W27//5803

3F開架新体系

702.04//KA48//3490

宇宙へ行ってらっしゃい / 毛利彰子著. -- 朝日新聞社, 1994.12.

3F開架新体系

916//MO45//1937

ロケット開発収容所 : ドイツ人科学者のソ連抑留記録 / クルト・マグヌス著 ; 津守滋訳. -- サイマ
ル出版会, 1996.3.

3F開架新体系

946//MA29//0791

NASAを築いた人と技術 : 巨大システム開発の技術文化 / 佐藤靖著. -- 東京大学出版会,
2007.5.
アポロとソユーズ : 米ソ宇宙飛行士が明かした開発レースの真実 / デイヴィッド・スコット, アレクセ
イ・レオーノフ著 ; 奥沢駿, 鈴木律子訳. -- ソニー・マガジンズ, 2005.5.
宇宙に暮らす : 宇宙旅行から長期滞在へ / 清水建設(株)宇宙開発室編. -- 裳華房, 2002.11. - (ポピュラーサイエンス ; 254).

宇宙開発の50年 : スプートニクからはやぶさまで / 武部俊一著. -- 朝日新聞社, 2007.8. -- (朝
日選書 ; 828).
小惑星探査機はやぶさの大冒険 : 星のかけらを拾って地球に戻るまで、60億キロを、7年間かけ
て旅をした惑星探査機の運命。 / 山根一真著. -- マガジンハウス, 2010.7.

国際宇宙ステーションとはなにか : 仕組みと宇宙飛行士の仕事 / 若田光一著. -- 講談社,
2009.2. -- (ブルーバックス ; B-1628).
宇宙で過ごした137日 : 僕の「きぼう」滞在記 / 若田光一, 朝日新聞取材班著. -- 朝日新聞出版,
2009.11.
ロマネスクの宇宙 : ジローナの「天地創造の刺繍布」を読む / 金沢百枝著. -- 東京大学出版会,
2008.3.
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