さあ、サイエンスの世界へ

資料 ID

請求記号

資料情報

10000639585

/402.8/C92s/2006

10001779548

/402/J64m/2009

10001880675

/404/A41k/2010

10002208156

/403/H33s/2011

10002219252

/402/G85k/2011

科学の世界 : ビジュアル版 / ジョン・グリビン編 ; 斉藤隆央訳. -- 東洋書林, 2011.

10002681410

/404/Sa46k/2012

感じる科学 / さくら剛著. -- サンクチュアリ出版, 2011.

10003044212

/404/Ka28n/2013

2100 年の科学ライフ / ミチオ・カク著 ; 斉藤隆央訳. -- NHK 出版, 2012.

10003057637

/402/St5s/2013

10003090810

/404/Ku95f/2012

10003260249

/401/Su84k/2013

10003114262

/402/Ma21s/2013

10003114826

/402.1/G72t/2013

10003191659

/404/Sa17f/1-4

10003366400

/404/B46j/2014

10003402154

/402/B98r/2013

10003409226

/404/Ta67m/2014

10003514024

/460/U47k/2014

10003524122

/407/Sa57o/2013

10003524130

/430/Ku66r/2014

世界でもっとも美しい 10 の科学実験 / ロバート・P.クリース著 ; 青木薫訳. -- 日経 BP
社, 2006.
もうひとつの世界でもっとも美しい 10 の科学実験 / ジョージ・ジョンソン著 ; 吉田三知世
訳. -- 日経 BP 社, 2009.
科学!21 世紀の挑戦 : 歴史から未来へ / クロード・アレグレ著 ; 林昌宏訳. -- NTT 出
版, 2010.
サイエンス大図鑑 / アダム・ハート=デイヴィス総監修 ; 日暮雅通, 藤原多伽夫, 山田
和子翻訳. -- 河出書房新社, 2011.

世界を変えた 17 の方程式 / イアン・スチュアート著 ; 水谷淳訳. -- ソフトバンククリエ
イティブ, 2013.
ふしぎな思考実験の世界 : 科学の大発見の秘密を解きあかす / 桑嶋幹著. -- 技術
評論社, 2012. -- (知りたいサイエンス ; 117).
科学を語るとはどういうことか : 科学者、哲学者にモノ申す / 須藤靖, 伊勢田哲治著.
-- 河出書房新社, 2013. -- (河出ブックス ; 057).
世界を変えた 24 の方程式 : 古代バビロニア数学から 21 世紀の金融工学まで / デイ
ナ・マッケンジー著 ; 赤尾秀子訳. -- 創元社, 2013.
天才と異才の日本科学史 : 開国からノーベル賞まで、150 年の軌跡 / 後藤秀機著.
-- ミネルヴァ書房, 2013.
サイエンスカフェにようこそ! [1] - 4. : 科学と社会が出会う場所 / 滝澤公子, 室伏き
み子編著 ; -- 冨山房インターナショナル, 2009.
人類が解けない科学の謎 : ヴィジュアル版 / ヘイリー・バーチ, マン・キート・ルーイ, コ
リン・ステュアート著 ; 柴田譲治訳. -- 原書房, 2014.
歴史でわかる科学入門 / ウィリアム・F・バイナム著 ; 藤井美佐子訳. -- 太田出版,
2013. -- (ヒストリカル・スタディーズ ; 08).
まだ誮も解けていない科学の未解決問題 / 竹内薫著 ; 丸山篤史執筆協力. -KADOKAWA, 2014.
京都大学人気講義サイエンスの発想法 : 化学と生物学が融合すればアイデアがどんど
ん湧いてくる / 上杉志成著. -- 祥伝社, 2014.
大人もハマる週末面白実験 : 自宅でできる科学の感動体験 / 左巻健男, 滝川洋二,
こうのにしき編著. -- 講談社, 2005. -- (ブルーバックス ; B-1488).
理科の散歩道 : 化学のみちしるべ / 栗岡誠司編著. -- 神戸新聞総合出版センター,
2014.
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遺伝子×心×脳＝自分!?

資料 ID

請求記号

015884236

/467.5/R37a

009026180

/467.2/R37y/2004

007084265

/491.1/Y84n/2004

007196119

/491.3/I33s/2004

015269163

/491.3/00045

10000077638

/469/Mi27k/1,2

008032502

/491.3/I19n/2001

10001932690

/491.3/Ko44n/2010

10001945320

P/400/Sa17nb

10001945352

P/400/Sa17nb

10002259649

/491.3/I33t/2011

10002999210

/491.3/R13n/2011

10002999244

/491.3/R13n/2011

10002999003

/493.7/Sa12m/2012

10003027076

/491.3/St1m/2008

10003263193

/491.3/I33n/2013

10003364968

/491.3/Sh14o/2014

10003513851

/467.2/D47r/2014

10003513860

/491.3/G29w/2014

10003514008

/141.5/Ko15i/2014

10003514090

/467.3/Sp3f/2014

資料情報
赤の女王 : 性とヒトの進化 / マット・リドレー著 ; 長谷川真理子訳. -- 翔泳社, 1995.
-- (翔泳選書).
やわらかな遺伝子 / マット・リドレー著 ; 中村桂子, 斉藤隆央訳. -- 紀伊國屋書店,
2004.
ネコのヒゲは脳である : 解剖学講義 / 養老孟司, 島田雅彦著. -- 朝日出版社,
2004.
進化しすぎた脳 : 中高生と語る「大脳生理学」の最前線 / 池谷裕二著. -- 朝日出版
社, 2004.
DNA に魂はあるか : 驚異の仮説 / F. クリック著 中原英臣訳. -- 講談社, 1995.
恋人選びの心 1, 2: 性淘汰と人間性の進化 / ジェフリー・F.ミラー著 ; 長谷川眞理子
訳 ; -- 岩波書店, 2002.
遺伝子と脳からみる男と女のサイエンス. -- ニュートンプレス, 2001. -- (ニュートン別
冊 . 21 世紀の生物学)(NEWTON ムック).
「心」はどこにあるのか : 脳と心 : 脳の最新科学, そして心との関係. -- ニュートンプレ
ス, 2010. -- (ニュートン別冊)(NEWTON ムック).
別冊日経サイエンス 170/ 日経サイエンス編集部. -- 日本語版 (南大沢:本館). -97 号 (1990.11)-. -- 日経サイエンス, 1990.
別冊日経サイエンス 173/ 日経サイエンス編集部. -- 日本語版 (南大沢:本館). -97 号 (1990.11)-. -- 日経サイエンス, 1990.
単純な脳、複雑な「私」 : または、自分を使い回しながら進化した脳をめぐる 4 つの講義
/ 池谷裕二著. -- 朝日出版社, 2009.
脳のなかの幽霊、ふたたび / V・S・ラマチャンドラン [著] ; 山下篤子訳. -- 角川書店,
2011. -- (角川文庫 ; 16847).
脳のなかの幽霊 / V・S・ラマチャンドラン, サンドラ・ブレイクスリー [著] ; 山下篤子訳.
-- 角川書店, 2011. -- (角川文庫 ; 16610).
音楽嗜好症 (ミュージコフィリア) : 脳神経科医と音楽に憑かれた人々 / オリヴァー・サ
ックス著 ; 大田直子訳. -- 早川書房, 2010.
Mind hacks : 実験で知る脳と心のシステム / Tom Stafford, Matt Webb 著 ; 夏目大訳.
-- オライリー・ジャパン, 2005.
脳には妙なクセがある / 池谷裕二著. -- 扶桑社, 2012.
美味しさの脳科学 : においが味わいを決めている / ゴードン・M.シェファード著 ; 小松
淳子訳. -- インターシフト, 2014.
利己的な遺伝子 / リチャード・ドーキンス [著] ; 日高敏隆 [ほか] 訳. -- 増補新装
版. -- 紀伊國屋書店, 2006.
「わたし」はどこにあるのか : ガザニガ脳科学講義 / マイケル・S. ガザニガ著 ; 藤井留
美訳. -- 紀伊國屋書店, 2014.
意識をめぐる冒険 / クリストフ・コッホ [著] ; 土谷尚嗣, 小畑史哉訳. -- 岩波書店,
2014.
双子の遺伝子 : 「エピジェネティクス」が 2 人の運命を分ける / ティム・スペクター著 ;
野中香方子訳. -- ダイヤモンド社, 2014.
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人と地球の億万年
資料 ID

請求記号

008565627

/457/C83m/2003

008567391

/457/F39s/2003

008669650

/451.8/Sa47n/2003

015950200

/457/G29k

015961025

/469.2/Th5j

10000115204

/457/Kn4s/2005

10000129793

/451.8/F11k/2005

10000435454

/402/B79j/2006

10000520875

/491.1/W36b/2006

10000717059

/451.8/G67f/2007

10001463000

/467.5/D42s/2009

10001672627

/451.8/L56k/2009

011219923

/209/A79m/1,2

10001683491

/467.5/Ki68d/2009

10001802547

/457.7/Sh96i/2010

10002070044

/202.8/Ke58s/2010

10002221803

/467.5/G73b/1,2

10002236553

/456.8/F11h/2011

10002259416

/469.2/J36s/2011

10002437616

/460/C86s/2012

10002524959

P/400/Sa17nb

10002476920

/457.8/Ky5n/2012

10002685883

/467.5/Mi97n/2012

10002681080

/489.9/C83c/2012

資料情報
マンモスの運命 : 化石ゾウが語る古生物学の歴史 / クローディーヌ・コーエン[著] ; 菅
谷暁訳. -- 新評論, 2003.
生命 40 億年全史 / リチャード・フォーティ著 ; 渡辺政隆訳. -- 草思社, 2003.
夏が来なかった時代 : 歴史を動かした気候変動 / 桜井邦朋著. -- 吉川弘文館,
2003. -- (歴史文化ライブラリー ; 161).
化石の卙物誌 / イヴェット・ゲラール=ヴァリ著 ; 南條郁子訳. -- 創元社, 1992. -(「知の再発見」双書 ; 17).
人類の起源 / エルベール・トマ著 ; 南條郁子訳. -- 創元社, 1995. -- (「知の再発
見」双書 ; 50).
生命最初の 30 億年 : 地球に刻まれた進化の足跡 / アンドルー・H・ノール著 ; 斉藤
隆央訳. -- 紀伊國屋書店, 2005.
古代文明と気候大変動 : 人類の運命を変えた二万年史 / ブライアン・フェイガン著 ;
東郷えりか訳. -- 河出書房新社, 2005.
人類が知っていることすべての短い歴史 / ビル・ブライソン著 ; 楡井浩一訳. -- 日本
放送出版協会, 2006.
BODY : 驚異の人体探検 / リチャード・ウォーカー文 : 坂井建雄日本語版監修 : 手
塚勲訳. -- 山と渓谷社, 2006.
丌都合な真実 : 切迫する地球温暖化、そして私たちにできること / アル・ゴア著 ; 枝
廣淳子訳. -- ランダムハウス講談社, 2007.
種の起原 / チャールズ・ダーウィン [著] ; 堀伸夫, 堀大才訳. -- 朝倉書店, 2009.
気候と人間の歴史・入門 : 中世から現代まで / E.ル=ロワ=ラデュリ [著] ; 稲垣文雄訳.
-- 藤原書店, 2009.
ミレニアム （上・下）: 文明の興亡この 1000 年の世界 / フェリペ・フェルナンデス=アル
メスト著 ; -- 日本放送出版協会, 1996.
ダーウィン『種の起源』を読む / 北村雄一著. -- 化学同人, 2009.
植物化石 : 5 億年の記憶 = Fossil plants : memories of 500 million years ago / 塚腰
実監修 ; 佐治康生撮影. -- INAX 出版, 2010. -- (Inax booklet).
世界の碑文 / マイケル・ケリガン著 ; 池田裕訳. -- 東洋書林, 2010.
ぼくは上陸している （上・下） : 進化をめぐる旅の始まりの終わり / スティーヴン・ジェイ・
グールド著 ; 渡辺政隆訳 ;

-- 早川書房, 2011.

氷河時代 : 地球冷却のシステムと、ヒトと動物の物語 : ビジュアル版 / ブライアン・フ
ェイガン編著 ; 藤原多伽夫訳. -- 悠書館, 2011.
survival ism : 70 億人の生存意志 / GENERATION TIMES 編著. -- ダイヤモンド社,
2011.
新種発見に挑んだ冒険者たち : 地球生命の驚異に魅せられた卙物学の時代 / リチャ
ード・コニフ著 ; 長野敬, 赤松眞紀訳. -- 青土社, 2012.
別冊日経サイエンス 185/ 日経サイエンス編集部. -- 日本語版 (南大沢:本館). -97 号 (1990.11)-. -- 日経サイエンス, 1990.
恐竜の時代 : 1 億 6000 万年の歴史パノラマ. -- 改訂版. -- ニュートンプレス, 2012.
-- (ニュートン別冊)(NEWTON ムック).
生命の誕生と進化の 38 億年 : いかに生まれ,いかに進化してきたのか? / 水谷仁編集.
-- ニュートンプレス, 2012. -- (NEWTON ムック)(ニュートン別冊).
チンパンジーはなぜヒトにならなかったのか : 99 パーセント遺伝子が一致するのに似ても
似つかぬ兄弟 / ジョン・コーエン著 ; 大野晶子訳. -- 講談社, 2012.
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10002681445

/209/L76h/2012

10003027159

/450/D76c/2012

10003071950

/457/B35s/2013

10003091171

/451.8/G63k/2013

10003145407

/450/Ki55n/2014

10003481043

/450/C44s/2012

10003486463

/469.2/W37j/2014

10003487983

/469.2/R52j/2012

10003524106

/201.1/R37h/1,2

137 億年の物語 : 宇宙が始まってから今日までの全歴史 / クリストファー・ロイド著 ;
野中香方子訳. -- 文藝春秋, 2012.
地球 : 驚異の自然現象 / ロバート・ディンウィディ, サイモン・ラム, ロス・レイノルズ著 ;
桑田健訳. -- 河出書房新社, 2012.
生命の歴史 : 進化と絶滅の 40 億年 / Michael J.Benton 著 ; 鈴木寿志, 岸田拓士訳.
-- 丸善出版, 2013. -- (サイエンス・パレット ; 004).
気候変動 : インフォグラフィクス / エステル・ゴンスターラ [著] ; 今泉みね子訳. -岩波書店, 2013.
奇跡の惑星地球の科学 : 誕生と歴史, 構造と環境. -- ニュートンプレス, 2014. -- (ニ
ュートン別冊)(NEWTON ムック).
地球・生命の大進化 : ビジュアル版 : 46 億年の物語 / 田近英一監修. -- 新星出版
社, 2012. -- (大人のための図鑑).
人類進化 700 万年の物語 : 私たちだけがなぜ生き残れたのか / チップ・ウォルター
著 ; 長野敬, 赤松眞紀訳. -- 青土社, 2014.
人類の進化大図鑑 / アリス・ロバーツ編著 ; 黒田眞知, 森冨美子訳. -- 河出書房新
社, 2012.
繁栄（上・下） : 明日を切り拓くための人類 10 万年史 / マット・リドレー著 ; 大田直子,
鍛原多惠子, 柴田裕之訳 ;-- 早川書房, 2010.

神秘を解き明かす
資料 ID

請求記号

007131305

/421.3/A15r/2004

10000190190

/421.3/F39f/2005

10000917296

/421.3/L63s/2007

10001325838

/421/Sa12g/2008

資料情報
量子のからみあう宇宙 : 天才物理学者を悩ませた素粒子の奔放な振る舞い / アミー
ル・D・アクゼル著 ; 水谷淳訳. -- 早川書房, 2004.
丌思議な量子 : 奇妙なルールと粒子たち / ケネス・W・フォード著 ; 渡辺正, 黒田和
男訳. -- 日本評論社, 2005.
そして世界に丌確定性がもたらされた : ハイゼンベルクの物理学革命 / デイヴィッド・リ
ンドリー著 ; 阪本芳久訳. -- 早川書房, 2007.
現代物理学がわかる 10 章 / メンデル・サックス著 ; 寺嶋英志訳. -- 青土社, 2008.
みるみる理解できる量子論 : 相対論と並ぶ自然界の 2 大理論ミクロの世界では常識が

10001441668

/421.3/Mi49n/2009

通用しない!? / 和田純夫監修. -- 改訂版. -- ニュートンプレス, 2009. -- (ニュートン
別冊 . サイエンステキストシリーズ)(NEWTON ムック).
わかる「時間」 : 相対性理論から, タイムトラベル, 原子時計まで. -- ニュートンプレス,

10001623256

/421.2/W25n/2009

007842549

/421.2/J51n/2001

10001779480

/420/C92s/2010

10002012376

/421.2/O22s/2011

10002093096

/420/Ko97n/2011

10002309949

/420/Mu91m/2011

学びなおすと物理はおもしろい / 牟田淳著. -- ベレ出版, 2011. -- (Beret science).

10002681451

/421.2/H33j/2012

時間の図鑑 / アダム・ハート=デイヴィス著. -- 悠書館, 2012.

10002912444

/423.6/J97n/2013

2009. -- (ニュートン別冊)(NEWTON ムック).
時間の謎 : 時空の丌思議を解き明かす. -- ニュートンプレス, 2001. -- (NEWTON ムッ
ク).
世界でもっとも美しい 10 の物理方程式 / ロバート・P.クリース著 ; 吉田三知世訳. -日経 BP 社, 2010.
相対性理論の式を導いてみよう、そして、人に話そう / 小笠英志著. -- ベレ出版,
2011.
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. -(NHK ブックス ; 1174).

重力とは何か? : 宇宙を支配する丌思議な力. -- ニュートンプレス, 2013. -- (ニュート
ン別冊)(NEWTON ムック).
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これが物理学だ! : マサチューセッツ工科大学「感動」講義 / ウォルター・ルーウィン著 ;

10002985671

/420/L58k/2012

10003027209

/421.2/St2s/2013

10003233865

/421.2/G34n/2013

10003157932

/421/D65m/2013

10003167999

/420/Ko97n/2013

10003366525

/420/B76b/2014

10003365360

/289.33/H45h/2014

10003365436

/421.2/H71s/2012

趣味で相対論 / 広江克彦著. -- 理工図書, 2008.

10003513837

/420/H71s/2011

趣味で物理学 / 広江克彦著. -- 理工図書, 2007.

10003513878

/420/L57h/2013

10003513886

/420/W36i/2014

10003513928

/420/Ma23b/2014

10003513950

/421/A41b/2013

10003514016

/420/Ko92b/2012

10003524064

/420/Sa57o/2014

面白くて眠れなくなる物理 / 左巻健男著. -- PHP エディターズ・グループ, 2012.

10003524155

/404/U32j/2013

10[X]の世界 : 素粒子から銀河まで / 上田剛慈著. -- 彩図社, 2013.

10003524163

/421/P25s/2013

東江一紀訳. -- 文藝春秋, 2012.
相対性理論 : 常識への挑戦 / Russell Stannard 著 ; 新田英雄訳. -- 丸善出版,
2013. -- (サイエンス・パレット ; 001).
現代物理学 3 大理論 : 相対性理論 量子論 超ひも理論. -- ニュートンプレス, 2013.
-- (ニュートン別冊)(NEWTON ムック).
無限の始まり : ひとはなぜ限りない可能性をもつのか / デイヴィッド・ドイッチュ著 ; 熊
谷玲美, 田沢恭子, 松井信彦訳. -- インターシフト, 2013.
ノーベル賞でたどる物理の歴史 / 小山慶太著. -- 丸善出版, 2013.
物理 / マイケル・ブルックス著 ; サイモン・ブラックバーン編 ; 久保尚子訳. -- ディス
カヴァー・トゥエンティワン, 2014. -- (ビッグクエスチョンズ = The big questions).
ホーキング、自らを語る / スティーヴン・ホーキング著 ; 池央耿訳. -- あすなろ書房,
2014.

ひらめきの物理学 : 身近な物理現象を 77 のパズルとパラドックスで解き明かす / マー
ク・レヴィ著 ; 森田由子訳. -- ソフトバンククリエイティブ, 2013.
犬も歩けば物理にあたる : 解き明かされる日常の疑問 / ジャール・ウォーカー著 ; 下
村裕訳. -- 慶應義塾大学出版会, 2014.
物理 : てこの原理から量子力学まで / アイザック・マクフィー著 ; 緑慎也訳. -- 創元
社, 2014. -- (大人のためのやり直し講座).
物理パラドックスを解く / ジム・アル=カリーリ著 ; 松浦俊輔訳. -- ソフトバンククリエイテ
ィブ, 2013.
物理学、まだこんなに謎がある / 小谷太郎著. -- ベレ出版, 2012. -- (Beret
science).

3 分でわかるホーキング / ポール・パーソンズ, ゲイル・ディクソン著 ; 福田篤人訳. -エクスナレッジ, 2013.

宇宙に思いを馳せて

資料 ID

請求記号

10001479221

/440/W46y/2009

10001579898

/443.9/Sh89u/2009

10001234428

/443.5/Se17n/2008

資料情報
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. -- (DOJIN 選書 ; 25).
宇宙の謎に挑むブレーンワールド / 白水徹也著. -- 化学同人, 2009. -- (DOJIN 選
書 ; 26).
正反対の顔をもつ「時空の二つの穴」 : ブラックホール ホワイトホール / 福江純監修.
-- ニュートンプレス, 2008. -- (NEWTON ムック)(ニュートン別冊 . サイエンステキストシ
リーズ).

10001680082

/443.9/G26a/2009

10001777343

/440/Mu91u/2010

10002214932

/443.9/B25b/2011

アインシュタインの望遠鏡 : 最新天文学で見る「見えない宇宙」 / エヴァリン・ゲイツ
著 ; 野中香方子訳. -- 早川書房, 2009.
宇宙と物理をめぐる十二の授業 / 牟田淳著. -- オーム社, 2010.
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.
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10002437194

/443.8/Su48r/2012

10002699454

/443.9/Mi97n/2012

10002993014

/440/G12t/2012

10003027167

/440/N99b/2012

10003095065

/440/U25n/2013

10003072213

/440/C89b/2013

10003091122

/440/F96t/2008

10003264134

/443.9/H45h/2011

10003113828

/440.8/C88n/2013

10003098656

/440/W51u/2013

10003145390

/443.9/U25n/2014

10003191956

/443.9/Sa85k/2013

10003284737

/440/H51t/2012

10003365062

/443.9/Kr2u/2014

10003372556

/440/Ta67t/2014

10003409259

/440/G55u/2014

10003513894

/444/Mi73c/2014

10003513936

/443.8/Ki39p/2014

10003513944

/440/N99d/2014

10003513985

/441/F32s/2014

10003513993

/440/H92k/2014

10003514040

/443.9/A53u/2013

10003514081

/447.3/Y69c/2014

10003524072

/429.6/C79h/2012

10003524099

/448/C85a/1

立体で見る[星の本] / 杉浦康平,北村正利著. -- 福音館書店, 1986. -- (かがくのほ
ん).
みるみる理解できる : 宇宙論 / 水谷仁編集. -- 第 2 版. -- ニュートンプレス, 2012.
-- (ニュートン別冊 . サイエンステキストシリーズ)(NEWTON ムック).
とてつもない宇宙 : 宇宙で最も大きい・熱い・重い天体とは何か? / ブライアン・ゲンスラ
ー著 ; 松浦俊輔訳. -- 河出書房新社, 2012.
ビジュアルでわかる宇宙観測図鑑 : ここまで見えてきた宇宙の謎 / 沼澤茂美, 脇屋
奈々代著. -- 誠文堂新光社, 2012.
宇宙図 : 宇宙誕生からの時空を一望する. -- 新改訂第 2 版. -- ニュートンプレス,
2013. -- (ニュートン別冊)(NEWTON ムック).
ブライアン・コックス宇宙への旅 : BBC 科学ドキュメンタリーより / ブライアン・コックス, ア
ンドルー・コーエン著 ; 渡辺滋人, 中里京子訳. -- 創元社, 2013.
たとえば、銀河がどら焼きだったら? : 宇宙比較講座 / 布施哲治著. -- 日本評論社,
2008.
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.
Cosmic beauty : 最も美しい宇宙 50. -- ニュートンプレス, 2013. -- (ニュートン別
冊)(NEWTON ムック).
宇宙物理学者がどうしても解きたい 12 の謎 / スティーヴン・ウェッブ著 ; 松浦俊輔訳.
-- 青土社, 2013.
宇宙, 無からの創生 : 138 億年の仮説はほんとうか. -- ニュートンプレス, 2014. -(NEWTON ムック)(ニュートン別冊).
気が遠くなる未来の宇宙のはなし / 佐藤勝彦著. -- 宝島社, 2013.
太陽、月、そして地球 : 秘められた数字の謎 / ロビン・ヒース著・イラスト ; 山田美明
訳. -- 創元社, 2012. -- (アルケミスト双書).
宇宙が始まる前には何があったのか? / ローレンス・クラウス著 ; 青木薫訳. -- 文藝春
秋, 2013.
体感する宇宙 / 竹内薫著. -- KADOKAWA, 2014.
宇宙のことがだいたいわかる通読できる宇宙用語集 / 郷田直輝著. -- ベレ出版,
2014. -- (Beret science).
地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか : 太陽活動から読み解く地球の過去・現在・
未来 / 宮原ひろ子著. -- 化学同人, 2014. -- (DOJIN 選書 ; 061).
プラネタリウム解説者に教わるよくわかる星空案内 / 木村直人著. -- 誠文堂新光社,
2014.
大宇宙 MAP : 天体の距離から見えてくる宇宙の構造 : 地球から宇宙の果てまで / 沼
澤茂美, 脇屋奈々代共著. -- 誠文堂新光社, 2014. -- (大人のための科学入門).
算数でわかる天文学 / ダニエル・フライシュ, ジュリア・クレゲナウ [著] ; 河辺哲次訳.
-- 岩波書店, 2014.
星の王子さまの天文ノート / 縣秀彦監修. -- 河出書房新社, 2013.
宇宙はなぜこのような宇宙なのか : 人間原理と宇宙論 / 青木薫著. -- 講談社,
2013. -- (講談社現代新書 ; 2219).
地球接近天体 : いかに早く見つけ、いかに衝突を回避するか / ドナルド・ヨーマンズ
著 ; 山田陽志郎訳. -- 地人書館, 2014.
ヒッグス粒子を追え : 宇宙誕生の謎に挑んだ天才物理学者たちの物語 / フランク・クロ
ーズ著 ; 田中敦, 棚橋志行, 田村栄治訳. -- 楓書店, 2012.
もしも月がなかったら / ニール・F・カミンズ著 ; 竹内均監修 ; 増田まもる訳. -- 東京
書籍, 1999. -- (ありえたかもしれない地球への 10 の旅 / ニール・F・カミンズ著 ; 増田
まもる訳 ; [Part 1]).

10003524149

/421/W51g/2005

現代物理学が描く突飛な宇宙をめぐる 11 章 / スティーブン・ウェッブ著 ; 松浦俊輔訳.
-- 青土社, 2005.
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数学は楽しい！
資料 ID

請求記号

資料情報

10001857954

/410/Sa47o/2010

面白くて眠れなくなる数学 / 桜井進著. -- PHP エディターズ・グループ, 2010.

10001945311

P/400/Sa17nb

10001945346

P/400/Sa17nb

10002174094

/410/N62t/2011

10002272617

/414/Sh93n/2011

10002450395

/414.1/Sa85n/2010

10002520535

/410/N34j/2012

10002681204

/410/St8f/2012

10002999102

/417/F89y/2013

10003262872

/414/A12s

10003115954

/463.7/Ko73h/2013

10003364620

/754.9/Ka97b/2007

10003366434

/410/C92s/2014

10003366707

/754.9/Ka97h/2014

卙士の実用夢折り紙 : 使う・遊ぶ / 川崎敏和著. -- 朝日出版社, 2013.

10003365112

/410/Mu91a/2013

アートを生み出す七つの数学 / 牟田淳著. -- オーム社, 2013.

10003514032

/421.5/Ku53h/2014

10003514057

/404/St8s/2014

10003514073

/761/Sa47o/2014

10003524056

/410/St8x/2014

10003524080

/410/Ka98s/2012

別冊日経サイエンス 169/ 日経サイエンス編集部. -- 日本語版 (南大沢:本館). -97 号 (1990.11)-. -- 日経サイエンス, 1990.
別冊日経サイエンス 172/ 日経サイエンス編集部. -- 日本語版 (南大沢:本館). -97 号 (1990.11)-. -- 日経サイエンス, 1990.
楽しもう!数学 / 根上生也編著. -- 日本評論社, 2011. -- (数学セミナー ; 増刊).
自然の幾何学 : 写真で楽しむ. -- ニュートンプレス, 2011. -- (NEWTON ムック)(ニュ
ートン別冊).
日常にひそむ数理曲線 DVD-Book / 佐藤雅彦+ユーフラテス編. -- 小学館, 2010.
人生を変える「数学」そして「音楽」 : 教科書には載っていない絶妙な関係 / 中島さち
子著. -- 講談社, 2012.
ふたりの微積分 : 数学をめぐる文通からぼくが人生について学んだこと / スティーブン・
ストロガッツ [著] ; 南條郁子訳. -- 岩波書店, 2012.
ヤバい統計学 / カイザー・ファング著 ; 矢羽野薫訳. -- 阪急コミュニケーションズ,
2011.
すごいぞ折り紙 入門編: 折り紙の発想で幾何を楽しむ / 阿部恒著 ; -- 日本評論社,
2003.
波紋と螺旋とフィボナッチ : 数理の眼鏡でみえてくる生命の形の神秘 / 近藤滋著. -学研メディカル秀潤社, 2013.
バラと折り紙と数学と / 川崎敏和著. -- 森北出版, 1998.
数学 / トニー・クリリー著 ; サイモン・ブラックバーン編 ; 熊谷玲美訳. -- ディスカヴァ
ー・トゥエンティワン, 2014. -- (ビッグクエスチョンズ = The big questions).

非線形科学同期する世界 / 蔵本由紀著. -- 集英社, 2014. -- (集英社新書 ;
0737G).
Sync (シンク) : なぜ自然はシンクロしたがるのか / スティーヴン・ストロガッツ著 ; 長尾
力訳. -- 早川書房, 2014. -- (ハヤカワ文庫 ; NF403 . 〈数理を愉しむ〉シリーズ).
音楽と数学の交差 / 桜井進, 坂口卙樹著. -- 大月書店, 2011.
X はたの(も)しい : 魚から無限に至る、数学再発見の旅 / スティーヴン・ストロガッツ
著 ; 冨永星訳. -- 早川書房, 2014.
数理と社会 : 身近な数学でリフレッシュ / 河添健著. -- 増補版. -- 数学書房,
2012.
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