
 

 
 

 

 

 小惑星探査機「はやぶさ」のカプセルが還ってきた・・・ 

星と宇宙に 想いをめぐらしてみませんか？ 
 平成 23 年 1 月 20 日 

発行・京都府立図書館 

小惑星探査機「はやぶさ」は、はるか 3 億 km の彼方・小惑星イトカワへの往復探査を終え、

世界初のサンプル採取を成し遂げて、星のかけらをおくり届けてくれました。 

今年京都でカプセルが展示されますが、この機会に、壮大な宇宙についての世界を 

書物を通しても訪ねてみませんか。当館所蔵資料からその一部をご紹介します。 

 

 総論として   

宇宙のしくみ 星空が語る 藤井 旭／著 誠文堂新光社 2010               440/F57（1108896224） 

ハッブル宇宙望遠鏡によるビジュアル宇宙図鑑 沼澤 茂美／著 誠文堂新光社 2010  440/N99（1108658186） 

夜空からはじまる天文学入門  渡部 潤一／著  化学同人 2009            440/W46（1108840669） 

シリーズ現代の天文学 （全 17 巻）日本評論社 2007～2009   

 人類の住む宇宙                                                 440/Sh88/1（1108515790） 

 宇宙論  1  440/Sh88/2（1108441294） 

 宇宙論  2  440/Sh88/3（1108425362） 

 銀河  1  440/Sh88/4（1108429166） 

 銀河  2   440/Sh88/5（1108404979） 

 星間物質と星形成                                                440/Sh88/6（1108482272） 

 恒星                                440/Sh88/7（1108838143） 

 ブラックホールと高エネルギー現象                                  440/Sh88/8（1108413798） 

 太陽系と惑星                                                      440/Sh88/9（1108449412） 

 太陽                                                             440/Sh88/10（1108815539） 

 天体物理学の基礎  1  440/Sh88/11（1108863687） 

 天体物理学の基礎  2   440/Sh88/12（1108467794） 

 天体の位置と運動                                                  440/Sh88/13（1108499565） 

 シミュレーション天文学                                              440/Sh88/14（1108422088） 

 宇宙の観測  1  440/Sh88/15（1108417526） 

 宇宙の観測  2 440/Sh88/16（1108844463） 

 宇宙の観測  3  440/Sh88/17（1108486919） 

 

参考図書は   

最新天文百科  Michael A.Seeds／著 Dana E.Backman／著 丸善 2010      440/Se15(1108659085) 

天文年鑑  2011 年版  天文年鑑編集委員会／編  誠文堂新光社 2010     440.59/Te36(1108910884) 

天文・宇宙開発事典  日外アソシエーツ編集部／編 日外アソシエーツ 2009 440.32/N71(1108608561) 

ブックガイド<宇宙>を読む     岩波書店編集部／編 岩波書店 2008        440.4/I95(1108491802) 

天文学大事典   天文学大事典編集委員会／編  地人書館 2007           440.33/Te36(1108417047) 



天文学の歩みは   

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 河出書房新社 2010 443.9/A46(1108654052) 

宇宙 137 億年の歴史  佐藤 勝彦／著  角川学芸出版 2010              443.9/Sa85(1108623685) 

宇宙史を物理学で読み解く 福井 康雄／監修 名古屋大学出版会 2010 443.9/U25(1108636315) 

それでも地球は回っている    青木 満／著  ベレ出版 2009              440.2/A53(1108843630) 

天文学の歴史  ビジュアル版   日暮 雅通／訳  東洋書林 2008          440.2/C89(1108497999) 

日本の天文学の百年 日本天文学会百年史編纂委員会／編 編恒星社厚生閣 2008  440.21/N71(1108544097) 

    

宇宙って   

宇宙は何でできているのか 村山 斉／著 幻冬舎 2010                  S/429.6/Mu62(1108909548) 

宇宙の未解明問題  リチャード・ハモンド／著 大貫 昌子／訳 講談社 2010 S/443.9/H26(1108641372) 

インフレーション宇宙論 佐藤 勝彦／著 講談社 2010                     S/443.9/Sa85(1108653906) 

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           443.9/G26(1108871540) 

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          443.9/Sh89(1108859164) 

京の宇宙学  松本 紘／編著 ナノオプト・メディア 2009                    K/440.4/Ky(1108601137) 

宇宙論入門  岩波新書 佐藤 勝彦／著 岩波書店  2008                 S/443.9/Sa85(1108491950) 

  

宇宙からみた地球   

宇宙から見た地形 日本と世界 加藤 碵一／編 朝倉書店 2010            450/U25(1108623693) 

変わりゆく地球  衛星写真にみる環境と温暖化  M.D.King／ほか編  丸善 2009   E/450/Ka96(1108850866) 

    

星について   

太陽地球系科学 地球電磁気・地球惑星圏学会学校教育ワーキング・グルー

プ／編 京都大学学術出版会 2010 

444/Ｃ44（1108637057） 

太陽系大地図  星の地図館  渡部 潤一／著 小学館 2009 E/444/Ｔａ25(1108840495) 

かくして冥王星は降格された ニール・ドグラース・タイソン／著 早川書房 2009 445.9/Ｔｙ8（1108855642） 

ビジュアルハッブル望遠鏡が見た宇宙 デビッド・デボーキン／著  

日経ナショナルジオグラフィック社 2009                                  

E/442.3/Ｄ66(1108840909) 

 

宇宙へ   

日本の宇宙産業 vol.1 vol.2 宇宙航空研究開発機構産業連携センター／編集

日経 BP  2010 

538.09/N71/1(1108630482) 

538.09/N71/2(1108659929) 

宇宙エレベーター 石川 憲二／著  オーム社 2010                      538.9/I76(1108622216) 

はやぶさ、そうまでして君は 川口 淳一郎／著 宝島社 2010 538.9/Ｋａ92（1108665181) 

小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 的川 泰宣／著  PHP 研究所 2010        538.9/Ma72(1108654284) 

宇宙と地球を視る人工衛星 100 中西 貴之／著 ソフトバンククリエイティブ 2010 S/538.9/Ｎ38（1108913409） 

探査機はやぶさ 7 年の全軌跡  ニュートンプレス 2010 538.9/Ta89 (1108905439) 

ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 大鐘 良一／著 光文社 2010 S/538.9/O21(1108640275) 

夢をつなぐ 山崎 直子／著 角川書店 2010 538.9/Y48(1108648690) 

太陽系大紀行 野本 陽代／著 岩波書店 2010 S/538.94/N94(1108908474) 

NASA より宇宙に近い町工場  植松 努／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2009  538.93/Ｕ41(1108913235) 

国際宇宙ステーションとはなにか 若田 光一／著 講談社 2009 S/538.95/W27(1108582741) 

 


