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No. 資料情報 請求記号

1 宇宙はどのような姿をしているのか / 平松正顕著. ベレ出版, 2022.1 A00:Hi:2022

2
宇宙のすべて : 多様な天体の姿と、歴史の全容がわかる決定版

(ニュートン別冊 Newtonムック). ニュートンプレス, 2022.3
S0:NB:2022

3
宇宙一わかる、宇宙のはなし : むずかしい数式なしで最新の天文学 / 日本科学情報著.

KADOKAWA, 2021.12
A00:Ni:2021

4
爆発する宇宙 : 138億年の宇宙進化 (ブルーバックスB-2175) / 戸谷友則著. 講談社,

2021.6
A00:To:2021

5 面白くて眠れなくなる天文学 (PHP文庫 [あ63-1]) / 縣秀彦著. PHP研究所, 2021.9 A03:Ag:2021

6 宇宙大全これからわかる謎の謎 / 二間瀬敏史著. さくら舎, 2020.10 A03:Fu:2020

7 新説宇宙生命学 / 日下部展彦著. カンゼン, 2021.3 A18:Ku:2021

8
6つの物語でたどるビッグバンから地球外生命まで : 現代天文学の到達点を語る / マシュー・マルカ

ン, ベンジャミン・ザッカーマン編 ; 岡村定矩訳. 日本評論社, 2021.10
A8:Ma:2021

9
宇宙はなぜ美しいのか : 究極の「宇宙の法則」を目指して (幻冬舎新書638 [む-2-2]. カラー新

書) / 村山斉著. 幻冬舎, 2021.11
A8:Mu:2021

10 すごい宇宙講義 (中公文庫 [た-95-1]) / 多田将著. 中央公論新社, 2020.10 A8:Ta:2020

11
ブラックホールってすごいやつ : 国立天文台教授が教える / 本間希樹著 ; 吉田戦車イラスト. 扶

桑社, 2019.12
A03:Ho:2019

12 星と星座 ( 講談社の動く図鑑MOVE mini) / 渡部潤一監修. 講談社, 2019.11 A03:Wa:2019

13
いま明かされる!すばる望遠鏡ソフトウェアとの熱き闘い : 開発に秘められた情熱と現実 / 水本好

彦, 佐々木敏由紀, 小杉城治著. インプレスR&D, インプレス (発売), 2018.10
A9:Mi:2018

14 眠れなくなるほど宇宙がおもしろくなる本 / 県秀彦監修. 宝島社, 2017.10 A03:Ag:2017

15
巨大ブラックホールの謎 : 宇宙最大の「時空の穴」に迫る (ブルーバックス B-2011) / 本間希樹

著. 講談社, 2017.4
A63:Ho:2017

16
スーパー望遠鏡「アルマ」の創造者たち : 標高5000mで動き出した史上最高の"眼" / 山根一眞

著. 日経BPコンサルティング , 日経BPマーケティング (発売), 2017.7
A9:Ya:2017

17
重力波で見える宇宙のはじまり : 「時空のゆがみ」から宇宙進化を探る (ブルーバックス B-2027)

/ ピエール・ビネトリュイ著 ; 岡田好惠訳. 講談社, 2017.8
P9:Bi:2017

18 スーパー望遠鏡「アルマ」が見た宇宙 / 福井康雄編著. 日本評論社, 2016.9 A9:Fu:2016

19
重力波とはなにか : 「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論 (ブルーバックス B-1983) / 安東正樹

著. 講談社, 2016.9
P9:An:2016

20
アルマ望遠鏡が見た宇宙 : Atacama Large Millimeter/submillimeter Array / 平松正

顕, 渡部潤一監修. 宝島社, 2015.8
A9:Hi:2015

21 観測がひらく不思議な宇宙 (科学と人間シリーズ 4) / 平林久著. 東洋書店, 2013.3 A14:Hi:2013

その１．「ようこそ国立天文台へ」の本棚

国立天文台図書室 2022年度企画展示その１

「春のおすすめ本棚♪　-天文台、本の杜より-」



No. 資料情報 請求記号

22 ALMA電波望遠鏡 (ちくまプリマー新書 114) / 石黒正人著. 筑摩書房, 2009.7 A9:Is:2009

23 宇宙を体験! : Mitaka & Mitaka Plus入門 / 澤村徹, 永田一八著. 翔泳社, 2009.7 M99:Sa:2009

24 天文台へ行こう (岩波ジュニア新書 495) / 古在由秀著. 岩波書店, 2005.1 A91:Ko:2005

25
私たちは暗黒宇宙から生まれた : ALMAが解き明かす宇宙の全貌 / 福井康雄編. 日本評論社,

2004.12
A03:Fu:2004

26 天文台日記 (中公文庫) / 石田五郎著. 中央公論新社, 2004.1 A91:Is:2004

27 すばる望遠鏡 (岩波ジュニア新書 422) / 家正則著. 岩波書店, 2003.1 A9:Iy:2003

28
天文台の電話番 : 国立天文台広報普及室 : Hello! This is astronomical observatory /

長沢工著. 地人書館, 2001.1
A03:Na:2001

29 宇宙経由野辺山の旅 / 森本雅樹著. 丸善, 1987.11 A03:Mo:1987

30 電波望遠鏡をつくる (科学全書 21) / 海部宣男著. 大月書店, 1986.10 A9:Ka:1986


