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1 0016288227

ロシアの宇宙開発の歴史 : 栄光と変貌 / 的川泰宣

[著]. -- 東洋書店, 2002.3. -- (ユーラシア・ブック

レット / ユーラシア・ブックレット編集委員会企

画・編集 ; No.27).

302.38:Y99:27 3F/図書

2 0014408447

国際関係と法の支配 : 小和田恆国際司法裁判所裁判

官退任記念 / 岩沢雄司, 岡野正敬編集代表. -- 信山社,

2021.

329.04:O93 3F/図書

3 0014025985
国際宇宙法 / E.R.C. van ボガート著, 栗林忠男監訳. -

- 信山社出版, 1993.8.
329.269:Ko51 3F/図書

4 0014364152
宇宙ビジネスのための宇宙法入門 / 小塚荘一郎, 佐藤

雅彦編著. -- 第2版. -- 有斐閣, 2018.
329.269:U25 3F/図書

5 0093005916
宇宙法システム : 宇宙開発のための法制度 / 龍澤邦

彦著. -- 興仁舎, 1987.4.
329.269:U25 3F/図書

6 0014384440 宇宙六法 / 青木節子, 小塚荘一郎編. -- 信山社, 2019. 329.269:U25 3F/図書

7 0016344806

あの瞬間(とき)、ぼくらは宇宙に一番近かった / マ

イク・カージェス, ジョー・ライデン著 ; 武者圭子

訳. -- 講談社, 2004.5.

378:A49 3F/図書

8 0008059099
文明は「見えない世界」がつくる / 松井孝典著. --

岩波書店, 2017. -- (岩波新書 ; 新赤版 1643).
402:B89 3F/新書

9 0014387856

宇宙の地政学 : 科学者・軍事・武器ビジネス / ニー

ル・ドグラース・タイソン, エイヴィス・ラング著 ;

北川蒼, 國方賢訳 ; 上, 下. -- 原書房, 2019.

440.4:U25:1 4F/図書

10 0014387864

宇宙の地政学 : 科学者・軍事・武器ビジネス / ニー

ル・ドグラース・タイソン, エイヴィス・ラング著 ;

北川蒼, 國方賢訳 ; 上, 下. -- 原書房, 2019.

440.4:U25:2 4F/図書

11 0008026999
宇宙がまるごとわかる本 / 宇宙科学研究倶楽部編. --

学研パブリッシング, 2012.
440:U25 4F/図書

12 0014370712

ホーキング、最後に語る : 多宇宙をめぐる博士の

メッセージ / スティーヴン・W・ホーキング [ほか]

著 ; 松井信彦訳. -- 早川書房, 2018.

443.9:H82 4F/図書

13 0008083719

138億年宇宙の旅 / クリストフ・ガルファール著 ; 塩

原通緒訳 ; 上, 下. -- 早川書房, 2019. -- (ハヤカワ文

庫 ; NF540-541).

443.9:H99:1 3F/文庫

14 0008083727

138億年宇宙の旅 / クリストフ・ガルファール著 ; 塩

原通緒訳 ; 上, 下. -- 早川書房, 2019. -- (ハヤカワ文

庫 ; NF540-541).

443.9:H99:2 3F/文庫

15 0012064069

宇宙最後の3分間 / ポール・デイヴィス著 ; 出口修至

訳. -- 草思社, 1995.11. -- (サイエンス・マスターズ ;

2).

443.9:U25 4F/書庫図書

16 0008005050
宇宙の果てにせまる. -- 岩波書店, 1998.7. -- (岩波新

書).
443.9:U25 3F/新書
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17 0008018574

宇宙と生命の起源 : ビッグバンから人類誕生まで /

嶺重慎, 小久保英一郎編著. -- 岩波書店, 2004. -- (岩

波ジュニア新書 ; 477).

443.9:U25 3F/新書

18 0014326227
宇宙像の変遷 : 古代神話からヒッグス粒子まで / 金

子務著. -- 左右社, 2013. -- (放送大学叢書 ; 023).
443.9:U25 4F/図書

19 0008056822

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).

443.9:U25 3F/新書

20 0008076366

私たちは時空を超えられるか : 最新理論が導く宇宙

の果て、未来と過去への旅 / 松原隆彦著. -- SBクリ

エイティブ, 2018. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-

420).

443.9:W45 3F/新書

21 0008076168
図解宇宙のかたち : 「大規模構造」を読む / 松原隆

彦著. -- 光文社, 2018. -- (光文社新書 ; 968).
443.9:Z6 3F/新書

22 0014309546

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 ; :新装版. -- 河出書房新社,

2014.

538.9:A59 4F/図書

23 0014399109

ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 : 密着取材・地

球帰還までの2195日 / NHK小惑星リュウグウ着陸取

材班著. -- 講談社, 2020.

538.9:D83 4F/図書

24 0008026882
はやぶさ世界初を実現した日本の力 : 描かれざる想

いと真実 / 川口淳一郎著. -- 日本実業出版社, 2012.
538.9:H46 4F/図書

25 0008039612
はやぶさ2の真実 : どうなる日本の宇宙探査 / 松浦晋

也著. -- 講談社, 2014. -- (講談社現代新書 ; 2291).
538.9:H46 3F/新書

26 0008091837
はやぶさ2最強ミッションの真実 / 津田雄一著. --

NHK出版, 2020. -- (NHK出版新書 ; 639).
538.9:H46 3F/新書

27 0014400311

「はやぶさ2」のすべて : 小惑星リュウグウ探査プロ

ジェクト / 吉川真監修 ; ミッション&メカニカル編.

-- 誠文堂新光社, 2020.

538.9:H46 4F/図書

28 0014404784
「はやぶさ2」が拓く人類が宇宙資源を活用する日 /

川口淳一郎著. -- ビジネス社, 2021.
538.9:H46 4F/図書

29 0014404982
はやぶさ2の宇宙大航海記 / 津田雄一著. -- 宝島社,

2021.
538.9:H46 4F/図書

30 0014334809
一瞬で判断する力 : 私が宇宙飛行士として磨いた7つ

のスキル / 若田光一著. -- 日本実業出版社, 2016.
538.9:I85 4F/図書 門馬先生おすすめ

31 0014213433
国産ロケットはなぜ墜ちるのか : H-IIA開発と失敗の

真相 / 松浦晋也著. -- 日経BP社.
538.9:Ko51 4F/図書

32 0008037509
NASA : 宇宙開発の60年 / 佐藤靖著. -- 中央公論新

社, 2014. -- (中公新書 ; 2271).
538.9:N55 3F/新書

33 0008068090

ニッポン宇宙開発秘史 : 元祖鳥人間から民間ロケッ

トへ / 的川泰宣著. -- NHK出版, 2017. -- (NHK出版

新書 ; 533).

538.9:N88 3F/新書
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34 0014260202

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.

538.9:Sh97 4F/図書

35 0014278865

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. -- (ブルーバック

ス ; B-1722).

538.9:Sh97 4F/図書

36 0008092165

小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 : 太陽系と生命

の起源を探る壮大なミッション / 山根一眞著. -- 講

談社, 2014. -- (ブルーバックス ; B-1887).

538.9:Sh97 3F/新書

37 0008515975
宇宙からの帰還 / 立花隆著. -- 中央公論社, 1985.7. -

- (中公文庫).
538.9:U25 3F/文庫 門馬先生おすすめ

38 0012112694
宇宙のゴミ問題 : スペース・デブリ / 八坂哲雄著. --

裳華房, 1997.6. -- (ポピュラーサイエンス).
538.9:U25 4F/書庫図書

39 0014304208
宇宙飛行士の仕事力 / 林公代著. -- 日本経済新聞出

版社, 2014. -- (日経プレミアシリーズ ; 236).
538.9:U25 3F/新書 門馬先生おすすめ

40 0008052078

宇宙飛行士という仕事 : 選抜試験からミッションの

全容まで / 柳川孝二著. -- 中央公論新社, 2015. --

(中公新書 ; 2352).

538.9:U25 3F/新書

41 0008047664

若田光一日本人のリーダーシップ / 小原健右, 大鐘良

一著. -- 光文社, 2016. -- (光文社新書 ; 795 . ドキュ

メント宇宙飛行士選抜試験 ; 2).

538.9:W27 3F/新書 門馬先生おすすめ

42 0008075764

宇宙はどこまで行けるか : ロケットエンジンの実力

と未来 / 小泉宏之著. -- 中央公論新社, 2018. -- (中

公新書 ; 2507).

538.93:U25 3F/新書

43 0014414015

さばの缶づめ、宇宙へいく : 鯖街道を宇宙へつなげ

た高校生たち / 小坂康之, 林公代著. -- イースト・プ

レス, 2022.

667.9:Sa11 4F/図書 門馬先生おすすめ

44 0008548760
日本の航空100年 : 航空・宇宙の歩み. -- 日本航空協

会, 2010.
687.21:N71 4F/図書

45 0012336350

運動学習理論に基づくリハビリテーションの実践 /

長谷公隆編著 ; 浅井憲義 [ほか] 執筆. -- 第2版. -- 医

歯薬出版, 2016.

WB320:U75 4F/図書

46 0012381752
PNFマニュアル / 柳沢健, 乾公美編集. -- 改訂第3版.

-- 南江堂, 2011.
WB541:P75 4F/図書

47 0012367041

PNFハンドブック / S.S.Adler, D.Beckers, M.Buck

[原著] ; 柳澤健, 中島榮一郎, 高橋護訳. -- 第4版. --

丸善出版, 2018.

WB541:P75 4F/図書

48 0092051879
宇宙医学 / Nicogossian,Arnauld ; 大島正光訳. -- 同

文書院, 1990.
WD700:U25 4F/図書 門馬先生おすすめ

49 0012127130
宇宙とからだ : 無重力への挑戦 / 森滋夫著. -- 南山

堂, 1998.8.
WD750:U25 4F/図書 門馬先生おすすめ
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50 0012319463

関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲー

ション / 整形外科リハビリテーション学会編集 ; 上

肢・体幹, 下肢. -- 改訂第2版. -- メジカルビュー社,

2014.

WE103:Ka59 4F/図書

51 0012385324

リハで活用!わかりやすい運動器エコー : 運動療法に

役立つ機能解剖と評価のテクニック / 中山昇平, 福元

喜啓著. -- メジカルビュー社, 2019.

WE141:R39 4F/図書

4


