
     [年月日] [長さでカットされている] [長さでカットされている発行元
20020516 科学技術と公共性 東京大学出版会
20020501 美里から宇宙へ  火星の空、地球のＭｐｃ みさと天文台
20020429 書評「ガリレオの娘」 公明新聞 公明党機関紙委員
20020401 美里から宇宙へ  火星の空、地球のＭｐｃ みさと天文台
20020401 現実の軽さ 世界思想 世界思想社
20020320 宇宙物理への道 岩波ジュニア新書 岩波書店
20020315 座談会：我が国の科学とノーベル賞 学術月報 日本学術振興会
20020301 美里から宇宙へ  火星の空、地球のＭｐｃ みさと天文台
20020220 執筆にあたって　理科総合A じっきょう　理科資料　実教出版株式会社
20020220 宇宙物理の原点　林研の男達 京大学生新聞 京大学生新聞会
20020201 美里から宇宙へ  火星の空、地球のＭｐｃ みさと天文台
20020201 星はどうして光る ジュニア　サイエンテイ日本宇宙少年団
20020125 書評「ホーキング、未来を語る」 週刊ポスト 小学館
20020115 人間の能力 河合隼雄著作集第五 岩波書店
20020115 2001年読書アンケート みすず みすず書房
20020110 時は金なり 時間と時 日本学会事務セン
20020101 美里から宇宙へ  火星の空、地球のＭｐｃ みさと天文台
20011218 講演要旨「物理学とノーベル賞」 「ノーベル賞１００年記日本学術会議
20011212 インタビュー「鉄腕アトムの世紀」科学読売新聞 読売新聞社
20011207 講演要旨「核融合と宇宙」 原研報告会　核融合 日本原子力研究所
20011201 「思索する」の職業化 ILLUM[イリューム] 東京電力
20011201 美里から宇宙へ  素粒子と宇宙5 Ｍｐｃ みさと天文台
20011126 運動と力学 「物理の世界」力学１ 岩波書店
20011101 空間と物理 数理科学 サイエンス社
20011101 美里から宇宙へ  素粒子と宇宙4 Ｍｐｃ みさと天文台
20011024 「鉄腕アトムの世紀」談話 読売新聞 読売新聞社
20011011 解説　アインシュタインの二十世紀 アインシュタイン日本で講談社
20011007 書評「巨大望遠鏡時代」 日本経済新聞 日本経済新聞社
20011001 美里から宇宙へ  素粒子と宇宙3 Ｍｐｃ みさと天文台
20011001 「物理の世界」編集委員からのメッセ「物理の世界」パンフレ岩波書店
20010917 序文「アインシュタインの世紀」 杉元編「アインシュタイ大竹出版
20010910 相対性理論 ニュートンムック ニュートンプレス
20010901 美里から宇宙へ  素粒子と宇宙２ Ｍｐｃ みさと天文台
20010817 宇宙を顕微鏡で見る 岩波現代文庫 岩波書店
20010801 美里から宇宙へ  宇宙と素粒子１ Ｍｐｃ みさと天文台
20010801 売り家と唐様で書く三代目 SASニュース 宇宙科学研究所
20010731 黒板 弘報（京大理学部） 京大理学部
20010720 最近の科学政策とオーバードクター 科学・社会・人間 「科学社会人間」事
20010701 美里から宇宙へ  太陽と地球気候５ Ｍｐｃ みさと天文台
20010622 アインシュタイン生誕百年 思想の言葉　III 岩波書店
20010615 山ろく清談　　　1996-2000 信濃毎日新聞社
20010601 美里から宇宙へ  太陽と地球気候4 Ｍｐｃ みさと天文台
20010515 あゆみ [退官配布パンフレット]
20010501 美里から宇宙へ  太陽と地球気候3 Ｍｐｃ みさと天文台
20010501 科学の見え方 科学 岩波書店
20010501 宇宙を考える 君の不思議を探そう 国際高等研究所
20010425 鉄腕アトムの世紀　　宗教との対話　読売新聞 読売新聞社
20010416 宇宙物理 現代物理学叢書 岩波書店
20010410 私の好きな言葉　「格物致知」 盛和塾 盛和塾
20010405 科学者の将来 双書　科学/技術のゆ岩波書店
20010401 美里から宇宙へ  太陽と地球気候2 Ｍｐｃ みさと天文台
20010330 日本で最初のノーベル賞 近畿地区会議ニュース日本学術会議近畿
20010316 「観る」と理論 藤沢令夫著作集　V　 岩波書店
20010316 退官教授インタビュー　 京都大学学園新聞 京都大学新聞社
20010315 ウソを教えない工夫 大学の物理教育 日本物理学会



20010301 美里から宇宙へ  太陽と地球気候１ Ｍｐｃ みさと天文台
20010301 ４５年前 らいふすてーじ 京大生協
20010210 連載６　記録、論争 日本歯科医師会雑誌 日本歯科医師会
20010205 退官教授インタビュー　 京大学生新聞 京大学生新聞会
20010201 相対性原理と超高エネルギー宇宙線科学 岩波書店
20010201 シンポ「「知」はどこまで進化するか」日経サイエンス 日本経済新聞社
20010201 美里から宇宙へ  超高エネルギー宇Ｍｐｃ みさと天文台
20010115 2000年読書アンケート みすず みすず書房
20010101 新年のあいさつ Ｍｐｃ みさと天文台
20001210 連載５　知識、知恵 日本歯科医師会雑誌 日本歯科医師会
20001208 序言　科学技術と公共性 「科学技術と公共性」第将来世代国際財団
20001208 発題IX　サイエンスと公私問題 「科学技術と公共性」第将来世代国際財団
20001201 複雑系を否定する「アインシュタイン 新潮45 新潮社
20001201 美里から宇宙へ  超高エネルギー宇Ｍｐｃ みさと天文台
20001201 講演要旨　親子サイエンススクール　こうとうけん 国際高等研究所
20001111 高等研親子サイエンススクール 朝日新聞 朝日新聞社
20001108 味の濃い「述語」 中村雄二郎著作集　第岩波書店
20001101 イミダス２００１ 物理  項目 イミダス 集英社
20001101 美里から宇宙へ  超高エネルギー宇Ｍｐｃ みさと天文台
20001031 解説　これから物理学を学ぶ人のた知の創造　２ 徳間書店
20001010 連載４　測れる､測れない 日本歯科医師会雑誌 日本歯科医師会
20001001 美里から宇宙へ  超高エネルギー宇Ｍｐｃ みさと天文台
20000903 相対性理論にほころび？ 読売新聞 読売新聞社
20000901 鼎談　科学/技術の新しい展開 世界 岩波書店
20000901 美里から宇宙へ  超高エネルギー宇Ｍｐｃ みさと天文台
20000824 山ろく清談 信濃毎日新聞 信濃毎日新聞社
20000817 「火星生命」と国民的関心 サンケイ新聞 産経新聞社
20000810 連載３　つけ加える､とり除く 日本歯科医師会雑誌 日本歯科医師会
20000806 研究室訪問 京都民報 京都民報社
20000801 美里から宇宙へ  元素の旅　5 Ｍｐｃ みさと天文台
20000720 韓国版　量子宇宙をのぞく Academy　Publish
20000701 美里から宇宙へ  5周年記念あいさつＭｐｃ みさと天文台
20000630 抜粋「科学と幸福」 駿台受験シリーズ小論駿台文庫
20000620 第七章「星を見ずに星を語る人」のは筒井康隆「脳ミソを哲学講談社
20000615 一般相対性理論 現代物理学叢書 岩波書店
20000610 連載２　　ハード技術、ソフト技術 日本歯科医師会雑誌 日本歯科医師会
20000601 美里から宇宙へ  元素の旅　４ Ｍｐｃ みさと天文台
20000520 量子力学での実感の感覚 中村雄二郎　木村　敏河合出版
20000501 車庫入れのゲージ理論 数理科学 サイエンス社
20000501 美里から宇宙へ  元素の旅　3 Ｍｐｃ みさと天文台
20000410 連載１　科学から見る，科学をみる 日本歯科医師会雑誌 日本歯科医師会
20000401 生きるための思考 世界思想 世界思想社
20000401 美里から宇宙へ  元素の旅　2 Ｍｐｃ みさと天文台
20000301 巻頭言　自然を”測る”行動で科学知科学 岩波書店
20000301 出題ノート１８（物理） 大学入試フォーらforu 大学入試センター
20000301 美里から宇宙へ  元素の旅　１ Ｍｐｃ みさと天文台
20000201 美里から宇宙へ  宇宙に飛び出す　 Ｍｐｃ みさと天文台
20000120 これからの物理学 これからどうなる２１ 岩波書店
20000115 読書アンケート みすず みすず書房
20000114 科学と幸福 岩波現代文庫 岩波書店
20000101 国際宇宙ステーションの冒険 あうろーら ２１世紀の関西を考
20000101 「日本」という問題 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
20000101 美里から宇宙へ  新年あいさつ Ｍｐｃ みさと天文台
19991220 いまさら宇宙論？ 丸善
19991208 J R オッペンハイマー 岩波講座「科学/技術 岩波書店
19991206 物理学の世紀 ーアインシュタインの夢は報われるかー 集英社



19991201 心意気 STEL Newslatter 名古屋大学太陽地
19991201 美里から宇宙へ  宇宙に飛び出す　 Ｍｐｃ みさと天文台
19991125 自著を語る「アインシュタインもついて青春と読書 集英社
19991124 火星の夕焼けはなぜ青い 岩波書店
19991108 「科学の終焉」とは 岩波講座「科学/技術 岩波書店
19991105 二つの物理のはざまで 大学の物理教育 日本物理学会
19991101 イミダス２０００ 物理  項目 イミダス 集英社
19991101 美里から宇宙へ  すばる望遠鏡開所Ｍｐｃ みさと天文台
19991001 「生体移植」騒動に思う あうろーら ２１世紀の関西を考
19991001 この人　日本物理学会会長 中日新聞 中日新聞社
19990901 ニュートリノと宇宙 学術月報 日本学術振興会
19990901 美里から宇宙へ  宇宙に飛び出す　 Ｍｐｃ みさと天文台
19990825 私の提言：超高エネルギー宇宙線を盛和スカラーズソサイ稲盛財団
19990801 美里から宇宙へ  宇宙に飛び出す　 Ｍｐｃ みさと天文台
19990701 対談つぎの宇宙論をめざして　佐藤 パリテイ 丸善
19990701 美里から宇宙へ  惑星と生物  5 Ｍｐｃ みさと天文台
19990625 ビッグバン宇宙と宇宙背景放射の発天文学の２０世紀 朝日新聞社
19990603 韓国語版　ビッグバン Academy　Publish
19990601 美里から宇宙へ  惑星と生物  4 Ｍｐｃ みさと天文台
19990501 美里から宇宙へ  惑星と生物  3 Ｍｐｃ みさと天文台
19990401 いまさら宇宙論？  第１２回  宇宙と物パリテイ 丸善
19990401 美里から宇宙へ  惑星と生物  ２ Ｍｐｃ みさと天文台
19990310 韓国語版　科学と幸福 Purunsoop
19990301 総論ー制度としての科学 岩波講座「科学/技術 岩波書店
19990301 いまさら宇宙論？  第１１回  量子宇パリテイ 丸善
19990301 ガモフが考えたこと 理科教室 新生出版
19990301 物理でのアナロジー雑感 数学セミナー 日本評論社
19990301 ガンマ線嵐が地球を急襲ーインフラ科科学 岩波書店
19990301 座談会「科学はいまどこにいるのか」科学 岩波書店
19990301 美里から宇宙へ  惑星と生物  １ Ｍｐｃ みさと天文台
19990208 物質世界の拡大  ーものとものの考 岩波講座「科学/技術 岩波書店
19990201 美里から宇宙へ  火星と太陽風  ５ Ｍｐｃ みさと天文台
19990124 D E ダンカン著「暦をつくった人々」 日本経済新聞 日本経済新聞社
19990101 いまさら宇宙論？  第１０回  真空宇パリテイ 丸善
19990101 宇宙観測とＣＣＤ あうろーら ２１世紀の関西を考
19990101 新年あいさつ　自然や技術に関心をＭｐｃ みさと天文台
19981201 いまさら宇宙論？  第９回  構造形成パリテイ 丸善
19981101 イミダス１９９９ 物理  項目 イミダス 集英社
19981101 いまさら宇宙論？  第８回  構造形成パリテイ 丸善
19981101 美里から宇宙へ  火星と太陽風  ４ Ｍｐｃ みさと天文台
19981010 大学と研究 ごろり シンクタンク京都自
19981001 いまさら宇宙論？  第７回  ダークマ パリテイ 丸善
19981001 美里から宇宙へ  火星と太陽風  ３ Ｍｐｃ みさと天文台
19980907 「人間的経験」とフイルター 寺田寅彦全集  第二十岩波書店
19980901 いまさら宇宙論？  第６回  ダークマ パリテイ 丸善
19980901 美里から宇宙へ  火星と太陽風  ２ Ｍｐｃ みさと天文台
19980801 いまさら宇宙論？  第５回  宇宙の空パリテイ 丸善
19980801 美里から宇宙へ  火星と太陽風  １ Ｍｐｃ みさと天文台
19980701 いまさら宇宙論？  第４回  熱い宇宙パリテイ 丸善
19980701 大学と「大学」 あうろーら ２１世紀の関西を考
19980701 われわれはフイジカルな世界をもっとInterCommunication ＮＴＴ出版
19980701 美里から宇宙へ  空の色、星の色  ５Ｍｐｃ みさと天文台
19980601 いまさら宇宙論？  第３回  等方局所パリテイ 丸善
19980601 美里から宇宙へ  空の色、星の色  ４Ｍｐｃ みさと天文台
19980520 「山びこ学校」の頃から「職業としての読書のすすめ  第５集岩波書店
19980501 いまさら宇宙論  　第２回  無限系のパリテイ 丸善



19980501 美里から宇宙へ  空の色、星の色  ３Ｍｐｃ みさと天文台
19980401 いまさら宇宙論  　第1回ビッグバン宇パリテイ 丸善
19980401 書評　「科学の終焉」ジョン・ホーガンパリテイ 丸善
19980401 美里から宇宙へ  空の色、星の色２ Ｍｐｃ みさと天文台
19980301 翻訳推薦 翻訳の世界 バベル・プレス
19980301 美里から宇宙へ  空の色、星の色１ Ｍｐｃ みさと天文台
19980220 「岩波理化学辞典」編集、項目執筆 岩波書店
19980201 美里から宇宙へ  地球の水、宇宙のＭｐｃ みさと天文台
19980126 教育と「教育」 教育への告発 岩波書店
19980101 読書アンケート みすず みすず書房
19980101 新年のあいさつ Ｍｐｃ みさと天文台
19971210 量子力学のイデオロギー 青土社
19971210 岩波新書  アンケート「私の薦めるこ図書 岩波書店
19971202 宇宙物理 岩波講座  現代の物理岩波書店
19971101 イミダス１９９８ 物理  項目 イミダス 集英社
19971101 美里から宇宙へ    地球の水、宇宙のＭｐｃ みさと天文台
19971030 項目執筆　対称性、他 ２０世紀思想事典  第 三省堂
19971030 「飛び入学」聞き書き 物理教育 日本物理教育学会
19971020 機構改革と「改名」ブーム 学士会会報 学士会
19971001 科学者と社会  ー「科学」は美しいか学術の動向 ＪＳＣ
19971001 美里から宇宙へ    地球の水、宇宙のＭｐｃ みさと天文台
19970901 美里から宇宙へ  宇宙の水２ Ｍｐｃ みさと天文台
19970901 私たちと星のあいだ ＭＥＴＥＯＲ ミノルタプラネタリ
19970801 美里から宇宙へ  宇宙の水１ Ｍｐｃ みさと天文台
19970701 量子力学のイデオロギー  １１「でる」現代思想 青土社
19970701 宇宙 へるめす 岩波書店
19970701 美里から宇宙へ  天体からの光り５ Ｍｐｃ みさと天文台
19970618 湯川・朝永の「再定義」 京都大学の世紀  １８ 紫水会出版
19970610 雷とビッグバン  佐藤教授に聞く サイエンス友の会ニュ大阪市立科学館
19970601 量子力学のイデオロギー  １０  選択現代思想 青土社
19970601 美里から宇宙へ    天体からの光り４Ｍｐｃ みさと天文台
19970501 冷戦終結後の新たな役割  IUPAP第学術の動向 日本学術協力財団
19970410 現代の宇宙像 講談社学術文庫 講談社
19970401 美里から宇宙へ   天体からの光り  Ｍｐｃ みさと天文台
19970401 宣伝パンフレット　「輝ける時代の精 中川・村上編「十八世 国書刊行会
19970316 講演記録「私の歩んだ道」 白鷹    長井高等学校
19970301 美里から宇宙へ    天体からの光  ２Ｍｐｃ みさと天文台
19970228 対談抄録「宇宙の告白」 日本文化デザイン会議ＪＩＤ  日本デザイン
19970201 量子力学のイデオロギー  ８  形相と現代思想 青土社
19970201 美里から宇宙へ  天体からの光  １ Ｍｐｃ みさと天文台
19970101 宇宙観測からみた地球環境 科学 岩波書店
19970101 １９９６年読書アンケート みすず みすず書房
19970101 美里から宇宙へ    宇宙船地球号  ５Ｍｐｃ みさと天文台
19961210 アンケート    岩波文庫  私の三冊  図書 岩波書店
19961206 問われる科学者のエートス 「日本人の科学」 岩波書店
19961201 量子力学のイデオロギー  ７  過去自現代思想 青土社
19961201 美里から宇宙へ  宇宙船地球号４ Ｍｐｃ みさと天文台
19961130 テクニカルターム  ビッグバン こうとうけん 国際高等研究所
19961115 一石二鳥 大学の物理教育 日本物理学会
19961101 イミダス１９９７ 物理  項目 イミダス 集英社
19961101 量子力学のイデオロギー  ６  数学と現代思想 青土社
19961101 美里から宇宙へ  宇宙船地球号３ Ｍｐｃ みさと天文台
19961031 物理の宇宙論 さんりん 三輪学苑
19961002 一般相対性理論 第二版 岩波講座  現代の物理岩波書店
19961001 物理と”天然” 科学 岩波書店
19960922 書評　　金子  務「アインシュタイン劇日本経済新聞 日本経済新聞社



19960916 心のデフオルト 京都大学学園新聞 京都大学新聞社
19960901 美里から宇宙へ  宇宙船地球号２ Ｍｐｃ みさと天文台
19960827 天文・天体物理若手夏の学校講演レ１９９６年天文・天体物名古屋大学天文若
19960802 私の文庫活用法  岩波書店 週間読書人 読書人
19960801 量子力学のイデオロギー５  実在と道現代思想 青土社
19960801 科学のフロンテイアを探る　３宇宙編クオーク 講談社
19960801 美里から宇宙へ  宇宙船地球号１ Ｍｐｃ みさと天文台
19960710 量子力学とアインシュタイン アルバートおじさんの くもん出版
19960705 談話　「知」の総合化を　上、下 日本経済新聞 日本経済新聞社
19960701 科学の解説をめぐって パリテイ 丸善
19960701 美里から宇宙へ  宇宙の年齢２ Ｍｐｃ みさと天文台
19960605 解説　アインシュタインの一般相対性アルバートおじさんと恐くもん出版
19960601 量子力学のイデオロギー  ５癒すと測現代思想 青土社
19960601 美里から宇宙へ  宇宙の年齢  １ Ｍｐｃ    みさと天文台
19960501 対談  科学者は何処にいるか 現代思想 青土社
19960501 美里から宇宙へ  百武彗星から考えＭｐｃ  みさと天文台
19960405 湯川秀樹と素粒子論 サイエンス友の会ニュ大阪市立科学館
19960403 解説    アインシュタインの相対性理アルバートおじさんの くもん出版
19960401 量子力学のイデオロギー  ４  未知と現代思想 青土社
19960401 美里から宇宙へ    重力レンズ効果をＭｐｃ みさと天文台
19960322 翻訳　ピーブルス、他、 「宇宙の進化日経サイエンス 日経サイエンス社
19960301 宇宙物理の５０年 日本の科学者 日本科学者会議
19960301 天体物理理論  ー京大天体核研究室ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19960301 ’９５翻訳書ベスト１０    学術 翻訳の世界 バベル・プレス
19960301 美里から宇宙へ    地球も突き抜けるＭｐｃ みさと天文台
19960201 しつこい注文聞き 月刊  健康 月刊健康発行所
19960201 量子力学のイデオロギー   ３理論と 現代思想 青土社
19960201 書評　Ｇ．スムート、Ｋ．デビットソン「日経サイエンス 日本経済新聞社
19960201 美里から宇宙へ   地下の「天文台」 Ｍｐｃ  みさと天文台
19960101 鼎談「現代社会と科学」 科学朝日 朝日新聞社
19960101 美里から宇宙へ  日本の大型望遠鏡Ｍｐｃ みさと天文台
19951213 Opening Remarks 宇宙線「再生」のた「高エネルギー天体」研東大宇宙線研究所
19951206 筒井康隆対談「星を見ずに星を語る脳みそを哲学する 講談社
19951201 量子力学のイデオロギー  ２  レンズ現代思想 青土社
19951125 原爆と科学の現在 朝日新聞 朝日新聞社
19951102 ACADE見IC no.95 らいふすてーじ 京大生協
19951101 イミダス１９９６ 物理  項目 イミダス 集英社
19951030 教官座談会「大学改革・大学はどこへ京都大学を知る本９６ 六甲出版
19951001 量子力学のイデオロギー  １ 序章  現代思想 青土社
19950913 科学と幸福 岩波書店
19950901 湯川秀樹（この５０年の戦後５０年） 潮 潮出版社
19950901 「宇宙論ブーム」その後 本 講談社
19950831 宇宙の創造と時間 ＴＢＳブリタニカ
19950819 ひと  仲間 読売新聞 読売新聞社
19950801 日本の科学の歴史のすすめ 科学 岩波書店
19950801 ｂｏｏｋｓ  第二回 科学朝日 朝日新聞社
19950731 審査を終えて（京都賞） 稲盛財団レポート  ２８稲盛財団
19950707 美里から宇宙へ  第一回 Ｍｐｃ みさと天文台
19950707 ごあいさつ パンフレット  みさと天 美里町役場
19950704 科学技術の軌跡  研究者に聞く  第一東京新聞  東京新聞社
19950701 重力、相対性理論、時空 ブリタニカ国際大百科ＴＢＳブリタニカ
19950628 科学の５０年  軌跡  第二部５  宇宙 読売新聞 読売新聞社
19950620 受験生に 大学入試シリーズ  京教学社
19950428 最後の理学部長 弘報 京都大学理学部
19950401 阪神大震災情報  京都大学 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19950308 宇宙物理 岩波講座  現代の物理岩波書店



19950209 解題　ワインバーグ「宇宙創成はじめの三分間」 ダイヤモンド社
19950131 日本における科学の歴史資料保存 静脩 京都大学付属図書
19950110 １９９４年読書アンケート みすず みすず書房
19941201 翻訳　ピーブルス、シュラム、ターナー日経サイエンス 日本経済新聞社
19941201 筒井康隆科学対談：星を見ずに星をＵｔａｎ 学研
19941201 京大理学部ｖｓ東大理学部 科学朝日 朝日新聞社
19941108 戦後史開封  ２０２ー２０４  ノーベル サンケイ新聞 産経新聞社
19941101 イミダス１９９５ 物理  項目 イミダス 集英社
19941101 私の文献整理法”考” パリテイ 丸善
19941015 戦後５０年第９部独創の方程式５ 毎日新聞 毎日新聞社
19941001 ビッグバン宇宙論 世界を変えた科学１０ 学研
19940901 ポスト冷戦と物理学 世界 岩波書店
19940801 「超ひも理論」のひらめき：Ｅ．ウイッテクオーク 講談社
19940620 宇宙と素粒子 リオーダン、シュラム著吉岡書店
19940501 坊主か？  職人か？ 科学 岩波書店
19940401 「物理学」へのいざない 日経サイエンス 日本経済新聞社
19940325 第３章  宇宙物理 日本の物理学  ー明日日本学術会議
19940301 ９３翻訳書アンケート 翻訳の世界 バベル・プレス
19940209 物理学者にきく Ｓｅｒｉｏ 増進会出版者
19940205 早川先生の思い出 早川幸男著「素粒子か名古屋大学出版会
19940201 一般相対論と宇宙論 ー物理学の方数理科学 サイエンス社
19940119 ひと  人抄 読売新聞 読売新聞社
19940115 1993年読書アンケート みすず みすず書房
19940113 最上川：アンケート 読売新聞 読売新聞社
19940101 地球圏建築とは ＳＤ 鹿島出版会
19940101 納得の構図 数理科学 サイエンス社
19931130 星の進化と物質起源の物語 アテネの学堂 ジャストシステム社
19931101 イミダス１９９４ 物理  項目 イミダス 集英社
19931007 豊かな現実ーわたしのやまがた論 山形新聞 山形新聞社
19930820 宇宙黒体放射 天文月報 日本天文学会
19930815 宇宙の誕生（講演記録） ＬＳーKEN ラージシステム研
19930801 宇宙のしくみとエネルギー 朝日文庫 朝日新聞社
19930701 一般相対論：過去・現在・未来 パリテイ 丸善
19930605 宇宙のはじまり（講演記録） 週間置賜 置賜タイムス社
19930601 通俗版「宇宙のはじまり」 日本の科学者 水曜社
19930530 韓国語版　量子宇宙をのぞく 電波科学社
19930422 あいさつ（学部長） 弘報 京都大学理学部
19930415 理論物理学の誕生と一般相対論 岩波講座「応用数学」 岩波書店
19930410 私の「宇宙への道」（講演記録） 週間置賜 置賜タイムス社
19930401 沼田寛インタビュー「時間軸が揺らぎInterCommunication ＮＴＴ出版
19930401 インタビューコメント「世界の科学記者クオーク 講談社
19930331 現代の宇宙像 県民大学叢書３２ 愛知県教育サービ
19930308 目に見えないもの 山形教育 山形県教育センタ
19930301 ビッグバンー宇宙誕生を追って（講演科学技術ジャーナル 科学技術広報財団
19930201 宇宙と「宇宙」 潮 潮出版社
19930201 ９２翻訳書アンケート 翻訳の世界 バベル・プレス
19930115 １９９２年度読書アンケート みすず みすず書房
19930101 銀河形成とニュートリノ 数理科学 サイエンス社
19921201 科学のイメージ 本 講談社
19921130 サイエンスロマンを求めてー宇宙へ 日本理化学協会会誌 日本理化学協会
19921120 ＣＯＢＥとインフレーション 天文月報 日本天文学会
19921115 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  加納忠正が訪ねる知のパｈｉｒｏｂａ 近畿建築士会協議
19921101 イミダス１９９３ 物理  項目 イミダス 集英社
19921020 グリビン、リース著「宇宙の暗闇：ダーブルーバックス 講談社
19921020 Ａ．ズイー著「アイシュタインのおもちサンケイ新聞 産経新聞社
19921008 一般相対性理論 岩波講座  現代の物理岩波書店



19921001 物理学で解明される宇宙の起源 猪瀬  博監修「共存のＵＰＵ
19921001 定常宇宙論が破れた日（翻訳） 日経サイエンス 日本経済新聞社
19920920 宇宙のしくみと人類 ふれあい 納税協会
19920901 アインシュタインの宇宙 朝日文庫 朝日新聞社
19920815 超ミクロから超マクロまで府敢する現沼田寛「科学はどこま ＪＩＣＣ出版局
19920801 最新ビッグバン宇宙論 クオーク 講談社
19920801 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  私のふるさと自慢、味自慢梅家族 梅研究会
19920721 科学の運命  上、中、下 東京新聞 東京新聞社
19920720 宇宙のはじまり 大谷学報 大谷大学大谷学会
19920701 急転回する宇宙論 科学 岩波書店
19920701 天文学と宇宙物理学 国立天文台ニュース  国立天文台
19920620 韓国語版　　宇宙のはじまり 大光書林
19920501 ｱﾝｹｰﾄ：読書遍歴 よむ 岩波書店
19920415 力学モデルにおける時間 情報処理 情報処理学会
19920401 専門への信頼 京大広報 京都大学広報委員
19920331 白鷹の有名人２ しらたかムック 白鷹町役場
19920330 教室発表会報告集表紙のマークにつ物理学第二教室発表会：１９９１
19920314 膨張宇宙からみた時間 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「時間・空間ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ委員会
19920305 小松左京編    十賢一愚科学問答：宇宙・生命・知性の最前講談社
19920220 対談  無限小と無限大の宇宙  原  広建築素粒子 ＩＮＡＸ
19920213 宇宙はどのようにして出来たのか 第３回ＫＡＳＴ科学技術神奈川科学技術ア
19920207 プログレスのこと 寺本先生の思い出  追吉岡書店
19920201 ９１年翻訳書アンケート "翻訳の世界 バベル・プレス
19920128 中村  元対談集「ブッダの知恵・ニュ 中村元対談集III  社会東京書籍
19920115 １９９１年読書アンケート みすず みすず書房
19920102 星の宇宙と量子宇宙のあいだ 高校通信  地学 東京書籍
19920101 科学の運命 創造する市民 京都市社会教育振
19911220 相対論が進化する Ｑｕａｒｋスペシャル 講談社
19911207 タイムタイムマシン入門 ニュートン 教育社
19911207 土曜訪問 中日新聞 中日新聞社
19911201 素朴な疑問ほど、とてつもない Ｎｅｗ  Ｐａｒａｄｉｇｍ ＮＴＴデータ通信
19911101 最新宇宙論、ホーキングの宇宙論 イミダス  集英社
19911101 イミダス１９９２  物理項目 イミダス 集英社
19911101 一般相対論に関する第６回マーセル学術月報 日本学術振興会
19911101 相対論と宇宙論 翼のある風景 日本航空宇宙工業
19911101 知のフロンテイア 第一回  インタビュエスタミネ  創刊号 ぎょうせい
19911007 MG6「一般相対論は２１世紀に向けてニュートン 教育社
19911001 座談会  ＭＧ６を総括する「これが宇クオーク 講談社
19910926 座談会  宇宙時代と私たち 毎日新聞  毎日新聞社
19910925 科学が変えた２０年：宇宙論 別冊  日経サイエンス日経サイエンス社
19910920 一般相対論に関する第６回マーセル日本学術会議月報  3日本学術会議
19910830 宇宙の生成と死 生と死の様式  多田富誠信書房
19910814 人プリズム（インタビュー） 京都新聞  京都新聞社
19910804 ロンゲア教授の実験の解説 ｸﾘｽﾏｽﾚｸﾁｬｰ  宇宙の読売新聞社
19910727 Weらぶ男たち  キーワードを解く  ビ 読売新聞 読売新聞社
19910715 宇宙論  ３００年目の革命 ファジーな世界を最新ＵＰＵ
19910710 現代の宇宙像ー概観ー 現代の宇宙像  日本物培風館
19910701 膨張宇宙論と初期宇宙の研究 科学 岩波書店
19910701 なぞ解き玉手箱  宇宙の始まりを探る高１  進研スコープ 福武書店
19910615 質疑応答「双子のパラドックス」とは 日本医事新報 日本医事新報社
19910601 地球をサイエンス４宇宙の彼方をの ＡＭＩＴＥＮ 大日本スクリーン製
19910530 空間のはじまり、物質のはじまり、天NHKｵﾃﾞｯｾｲ別巻  宇宙日本放送出版協会
19910521 宇宙論の周辺２  あの世からこの世 読売新聞 読売新聞社
19910511 数量化の背後で The Last DECADE リクルート
19910501 やさしい宇宙の話 生命の星・地球と宇宙大阪都市協会
19910501 アインシュタインの考えたこと ニュートン 教育社



19910501 あの世とこの世 本 講談社
19910501 小松左京還暦スーパーシンポジュウクオーク 講談社
19910420 量子宇宙をのぞく：時間と空間のはじブルーバックス 講談社
19910415 超新星１９８７Ａからの超高エネルギ学術月報 日本学術振興会
19910415 遠いものとの距離 京大広報 京都大学広報委員
19910401 宇宙新語事典２４  時間にはじまりはクオーク 講談社
19910401 連載１２ 宇宙のしくみ  現在の宇宙：Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19910401 重力波天文学重点研究への期待 天文月報 日本天文学会
19910401 超ミクロから超マクロまでを俯瞰するミュー・アルフア 学生援護会
19910328 田村松平先生の先生の講義 私が聴いた名講義：南一季出版
19910301 宇宙新語事典２３  なぜ、この世は４クオーク 講談社
19910301 連載１１  宇宙のしくみ  時間空間の Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19910201 宇宙新語事典２２  ホーキングの「赤クオーク 講談社
19910201 連載１０  宇宙のしくみ 宇宙はなぜ大Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19910201 ペスカーラ ＣＯＲＲＥＮＴＥ 日本イタリア京都会
19910201 宇宙は出来事になった Ｎｅｗ  Ｐａｒａｄｉｇｍ ＮＴＴデータ通信
19910101 イミダス１９９１  物理項目 イミダス 集英社
19910101 宇宙新語事典２１  「宇宙の大構造」クオーク 講談社
19910101 連載９  宇宙のしくみ  火の玉宇宙のＬ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19910101 座談会 元素の誕生 ＩＳＯＴＯＰＥ  ＮＥＷＳ 日本アイソトープ協
19901210 座談会  地球・生命・宇宙のいとおし銀河宇宙オデッセイ ＮＨＫ出版
19901201 連載８ 宇宙のしくみ  暗黒物質の正 Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19901201 宇宙新語事典２０  「超光速」は、目にクオーク 講談社
19901110 ビッグバン宇宙論の変容 銀河宇宙オデッセイ ＮＨＫ出版
19901101 宇宙新語事典１９  「インフレ宇宙」創クオーク 講談社
19901101 連載７  宇宙のしくみ  宇宙の泡構造Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19901001 宇宙新語事典１８  「何もない真空」はクオーク 講談社
19901001 よくわかる相対性理論入門 ニュートン 教育社
19901001 連載６ 宇宙のしくみ  火の玉の残光 Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19901001 ペンローズとホーキング パリテイ 丸善
19901001 対談  アインシュタインを超えた男のクオーク 講談社
19900901 宇宙新語事典１７  「ハイテク天文観クオーク 講談社
19900901 連載５ 宇宙のしくみ   時間空間を変Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19900901 今、地球環境を考える オール関西 オール関西株式会
19900813 知のフロンテイア１  宇宙 日本経済新聞 日本経済新聞社
19900801 宇宙新語事典１６  「質量はエネルギクオーク 講談社
19900801 宇宙の起源  ５  時間と空間のはじまＮＨＫセミナー 日本出版放送協会
19900801 連載４  宇宙のしくみ  ウラニュウムのＬ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19900801 相対論の時間 教育と医学  特集時間慶応通信
19900702 宇宙論をよむ  １、２ 朝日新聞 朝日新聞社
19900701 宇宙新語事典１５「太陽ニュートリノ」クオーク 講談社
19900701 宇宙の起源  ４。 天体構造の誕生 ＮＨＫセミナー 日本放送出版協会
19900701 連載３  宇宙のしくみ  宇宙のエネルＬ５  ＹＡＣニュース   日本宇宙少年団
19900610 宇宙へのみち うちゅう 大阪市立科学館  
19900601 宇宙の起源  ３。素粒子と宇宙 ＮＨＫセミナー 日本放送出版協会
19900601 宇宙新語事典１４ 「コスモグラフィー クオーク 講談社
19900601 連載２  宇宙のしくみ 天体をつくるもＬ５  ＹＡＣニュース     日本宇宙少年団
19900506 サイエンス：暗黒物質  取材 日本経済新聞 日本経済新聞社
19900501 宇宙新語事典１３  消えた「宇宙の暗クオーク 講談社
19900501 宇宙の起源  ２。膨張する宇宙 ＮＨＫセミナー 日本放送出版協会
19900501 連載１宇宙のしくみとエネルギー講座Ｌ５  ＹＡＣニュース 日本宇宙少年団
19900420 宇宙の創造と時間 京都会議 京都会議
19900401 宇宙新語事典１２  ビッグバンをめぐクオーク 講談社
19900401 ネットワーク図書館  ビッグバン宇宙授業づくりネットワーク学事出版
19900401 宇宙の起源  １。われわれの宇宙 ＮＨＫセミナー 日本放送出版協会
19900401 時間と空間をつくる 世界思想  世界思想社



19900320 方・李著    方励之が語る  宇宙のはブルーバックス 講談社
19900305 インタビュー　宇宙論シリーズ  最終 スカイウオッチャー 立風書房
19900301 宇宙新語事典１１  磁気モノポールをクオーク 講談社
19900301 量子宇宙と時間の起源 パリテイ 丸善
19900301 ウイーラー・ドウウイット方程式 パリテイ 丸善
19900201 宇宙新語事典１０  「重力波」を捕らえクオーク 講談社
19900105 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  宇宙が語る９０年代 テクノセンサー  月刊就デイスコ
19900101 イミダス１９９０  物理  項目 イミダス 集英社
19900101 宇宙新語事典９  ニュートリノと宇宙 クオーク 講談社
19900101 量子宇宙への道程と残ったなぞ 科学朝日 朝日新聞社
19900101 書評 300 years of Gravitation　ed.S パリテイ 丸善
19891225 初期宇宙：回想 １９８９年度理論天文学国立天文台
19891218 ＪＡＮＺＯＳのきっかけ ＩＣＲＲニュース 東大宇宙線研究所
19891201 宇宙新語事典８  サハロフと「非対称クオーク 講談社
19891108 フリードマン生誕百年国際会議 へるめす 岩波書店
19891101 宇宙新語事典７  ホーキングの「ブラクオーク 講談社
19891101 書評 J.ｼﾞｪｽﾊﾟｰｾﾝ、J.ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄ  サイエンス 日経サイエンス社
19891012 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  次世代ハイテクの潮流 日経産業新聞 日本経済新聞社
19891001 宇宙新語事典６  星は”上限質量”よクオーク 講談社
19891001 書評 Borner "The  Early  Universe；ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19890901 宇宙新語事典５ ソ連の怪物が残したクオーク 講談社
19890901 書評  ホーキング  宇宙を語る 科学 岩波書店
19890901 アンケート  渦巻  オルガニズムの本かたち かたち社
19890901 巻頭エッセイ  試験と拘束 ＨＩｰＡｐｐｒｏａｃｈ 福武書店
19890811 岩波講座 人間 ２卷 Ｖ.1 物理学ー素転換期における人間 岩波書店
19890803 連載  私と生と死  ５  インタビュー 京都新聞 京都新聞社
19890801 宇宙新語事典４    数学から生まれたクオーク 講談社
19890801 ラザフォードの生地 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19890801 宇宙開発と未来の地球 関西経協 関西経営者協会
19890801 不思議対談 花椿 資生堂出版部
19890715 質疑応答  相対論と重力 日本医事新報 日本医事新報社
19890701 宇宙新語事典３  宇宙黒体放射は大クオーク 講談社
19890701 高２  ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ    インタビユー高２  ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ 福武書店
19890601 宇宙新語事典２  星のようなクエイサクオーク 講談社
19890601 物理学におけるユーグリッド空間 数学セミナー 日本評論社
19890515 ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ、ﾎﾜｲﾄﾎｰﾙとはなんですか[ご存じでしょうが３]宇講談社
19890508 湯川著作集１  解説 湯川秀樹著作集  １  学岩波書店
19890501 宇宙新語事典１    ブラックホールのクオーク 講談社
19890501 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  この人に聞きたい 高校教育展望 小学館
19890425  宇宙論 山口、坂本、佐和、富 しんしん堂
19890420 ｺﾝｻｲｽ２０世紀思想事典  五項目執木田元、丸山圭三郎、三省堂
19890315 国際会議トピツク ス  5th  Grossman学術月報 日本学術振興会
19890303 遠いものとの距離 へるめす 岩波書店
19890301 書評  S.Hawking  ”A Brief  History  イングリシュ ジャーナ アルク
19890211 質疑応答欄  「次元」の定義 日本医事新報 日本医事新報社
19890206 宇宙のはじまり 岩波書店
19890201 書評 内山訳［Einstein 相対性理論］ 科学 岩波書店
19890201 松井孝典   シンポジウム地球の始ま創造の世界 小学館
19890111 「タイムマシン」談話 日本経済新聞 日本経済新聞社
19890111 「タイムマシン」談話 赤旗 日本共産党
19890101 イミダス１９８９  物理  項目 イミダス 集英社
19890101 第24 回  Yamada  Conference 報告 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19890101 観察と理論 ﾏﾝｽﾘｰｱﾌﾟﾛｰﾁ受験講福武書店
19881101 宇宙の不思議な糸コズミックストリンスカイウオッチャー 立風書房
19881020 インタビュー：器 かたち かたち社
19881001 言葉を失った天才学者：ホーキング博ナーシングトウデイ 日本看護協会出版



19880901 巻頭言  ブライトン ＪＣニュース 京都青年会議所
19880801 アンケート  無限 数学セミナー 日本評論社
19880715 宇宙のはじまり    京都新聞連載再録切抜き速報：科学版 ニホン  ミック
19880701 随筆  変動の原因と意味 大法輪 大法輪閣
19880630 はしがき、第８章  宇宙初期と暗黒物［現代の宇宙論］ 名古屋大学出版会
19880615 宇宙のはじまり    京都新聞連載再録切抜き速報：科学版 ニホン  ミック
19880610 宇宙の伸び縮み ＩＳ ポーラ文化研究所
19880601 視点；統一と多様さ ＲＩＲＩ  流通産業 流通産業研究所
19880401 超新星と高エネルギー現象 科学 岩波書店
19880401 真直中からみた宇宙 世界思想 世界思想社
19880323 巻頭言  異国 ＪＣニュース 京都青年会議所
19880201 悲劇の物理学者    方 励之 パリテイ 丸善
19880201 重力：一般相対論と統一理論 数理科学 サイエンス社
19880201 巻頭ｴｯｾｲ  納得するということ ﾏﾝｽﾘｰｱﾌﾟﾛｰﾁ受験講福武書店
19880120 宇宙論への招待：ﾌﾟﾘﾝｷﾋﾟｱとﾋﾞｯｸﾞﾊ 岩波新書 岩波書店
19880101 イミダス１９８８  物理  項目 イミダス 集英社
19880101 コラム随筆  超新星と明月記 中央公論 中央公論社
19880101 ニュートンのリンゴが落ちる時 朝日ジャーナル 朝日新聞社
19880101 宇宙の中の科学 山形新聞 山形新聞社
19871111 オールト冷泉家「名月記」 朝日新聞 朝日新聞社
19871012 岩波  理化学辞典  第４版  編集委員、執筆 岩波書店
19871003 連載２４回  宇宙のはじまり 京都新聞  京都新聞社
19871003 質疑応答欄 特殊相対論および一般日本医事新報 日本医事新報社
19871003 洛西講座　宇宙のはじまり 生涯学習と高校 京都府教育庁指導
19871001 超新星の爆発 固体物理 アグネ
19870901 宇宙ひも ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19870901 簡単な星の話：林先生との研究 天文月報 日本天文学会
19870820 JANZOS計画談話 読売新聞 読売新聞社
19870701 巻頭ｴｯｾｲ  言葉と数学 ﾏﾝｽﾘｰｱﾌﾟﾛｰﾁ受験講福武書店
19870529 書評　シュッツ著「物理学における幾科学新聞 科学新聞社
19870520 佐藤編  「宇宙論と統一理論の展開」 岩波書店
19870503 JANZOS計画記事 朝日新聞 朝日新聞社
19870401 膨張する宇宙 ｸﾎﾞﾀ Hu-Tech ｾﾐﾅｰ朝久保田鉄工
19870327 方 励之さんのこと 朝日ジャーナル 朝日新聞社
19870301 座談会「科学と文化論」 教養部の改革と学術総京都大学教養部
19870128 「独創知」  プリンキピア三百年 講談社編[独創知：アル講談社
19870101 イミダス１９８７  物理  項目 イミダス  集英社
19861201 コラム随筆  ニュートン三百年 経済往来 経済往来社
19861118 モスクワ研究所点描 世界週報 時事通信社
19861101 宇宙の暗黒物質 科学 岩波書店
19861101 現代宇宙論の背後にあるもの ＯＭＮＩ 特別付録[現代旺文社
19861001 ｱﾝｹｰﾄ  ｺﾝﾋﾟｭｰﾀは研究者を変えるか科学 岩波書店
19860815 コペルニクスの宇宙 日本郵便友の会協会 日本郵便友の会協
19860729 最近の理論物理学界 世界週報 時事通信社
19860601 書評  吉村太彦 著［宇宙創成と素粒ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19860516 宇宙と時間の生成 ＳＥＩＫＯ［時間：東と西 ＳＥＩＫＯ
19860401 ハレーすい星とニュートン 世界週報 時事通信社
19860401 人間原理 数理科学 サイエンス社
19860320 3章  宇宙探求の歴史 小尾編[宇宙の構造と日本放送出版協会
19860301 巻頭言  物理と宇宙 科学 岩波書店
19860301 重力場中の静止荷電粒子は輻射す パリテイ 丸善
19851210 岩波  数学辞典  項目２２２  相対性 岩波  数学辞典  第３版岩波書店
19851203 韓国の物理学事情 世界週報 時事通信社
19851201 書評 コール［宇宙のたまねぎ］ 京大生協 綴葉 京大生協
19851001 ホーキング講演「時間の矢」解説 京都会議 京都会議
19851001 ブラックホールからソリトンへ（再掲）別冊「ソリトン」 サイエンス社



19850927 私の戦争 フレーベル館編［親と先フレーベル館
19850925 星と宇宙の科学 新潮文庫 新潮社
19850806 宇宙 ホーキン 法王 世界週報 時事通信社
19850801 宇宙論と相対論 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19850701 宇宙：有限と無限 新岩波講座 哲学  月報岩波書店
19850601 湯川秀樹が考えたこと ジュニア新書 岩波書店
19850601 コラム論壇  ［基礎］科学談義 世界 岩波書店
19850514 ニューサイエンスのおもしろさ 世界週報 時事通信社
19850401 中間子論５０年 日本の科学者 日本科学者会議
19850401 ５０年後からみた中間子論 科学朝日 朝日新聞社
19850308 項目　相対論  「岩波 科学の事典」 科学の事典  第３版   岩波書店
19850201 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  culture square 双子の浦島新研スコープ 福武書店
19850122 湯川秀樹と科学技術ブーム 世界週報 時事通信社
19850101 科学と現代社会 山形新聞 山形新聞社
19841101 偉人 湯川 桑原、井上、小沼編［湯ＮＨＫ出版
19840930  項目執筆　物理学辞典（培風館） 培風館
19840630 学問が心にもたらすもの わが人生論：青少年へ文教図書出版
19840627 随想  6  神戸新聞 神戸新聞 神戸新聞社
19840613 随想  5  神戸新聞 神戸新聞 神戸新聞社
19840601 宇宙とエントロピー 固体物理 アグネ
19840601 ｲﾝﾀﾋﾞﾕｰ  ここまでわっかた百億光年潮 潮出版社
19840516 随想  4  神戸新聞 神戸新聞 神戸新聞社
19840515 ひと  京都大学：一センチの宇宙 京都新聞 京都新聞社
19840503 随想 　3   神戸新聞 神戸新聞 神戸新聞社
19840501 書評  ﾜｲﾝﾊﾞｰｸﾞ［宇宙創成はじめの 戸田、木名瀬、江沢編培風館
19840428 随想  ２ 神戸新聞 神戸新聞 神戸新聞社
19840414 随想  1(連載 ６回 ） 神戸新聞 神戸新聞 神戸新聞社
19840402 偶然を背負った人類 サンケイ新聞 産経新聞社
19840401 ビッグバン：こうして宇宙は生まれた ブルーバックス 講談社
19840401 宇宙のしくみ 天文シリーズ ポプラ社
19840401 顕微鏡で宇宙を見る 自然 中央公論社
19840323 宇宙との距離 山形新聞 山形新聞社
19840301 幻の物質と宇宙論 サイエンス 日本経済新聞社
19840125 宇宙の境界 楽叢書 京都芸術短期「楽
19840101 ﾌｨｰﾙｽﾞ他著  進化する宇宙  Ｉ　、ＩＩ 共立出版社
19840101 理論物理  雑感 理想 理想社
19840101 書評 内山龍雄［物理学はどこまで進自然 中央公論社
19840101 修猶館高校文化講演 科学と人間 修猶 修猶舘高校
19831201 インタビュー  オーバードクター問題 「オーバードクター問題青木書店
19831201 ﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者の業績と人柄：Chan科学 岩波書店
19830727 宇宙の理論 天文天体物理若手夏の学校集録
19830601 チャンドラセカール先生の来日 自然 中央公論社
19830601 林忠四郎先生の研究 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19830513 自然認識の根幹にふれる  Ｓ．ホーキ朝日ジャーナル 朝日新聞社
19830513 翻訳    ホーキング会見記 朝日ジャーナル 朝日新聞社
19830501 「これからどうなる」物質の究極と宇宙 これからどうなる：日本岩波書店
19830501  宇宙線と宇宙論 「宇宙線物理学」 朝倉書店
19830401 宇宙物理学 朝倉書店
19830401 原始宇宙の痕跡を探る ニュートン 教育社
19830401 ひと：関西を創る  第三部学術・文化日本経済新聞 日本経済新聞社
19830301 ビッグバンの発見：宇宙論入門 ＮＨＫブックス 日本放送出版協会
19830301 ブラックホールからソリトンへ 数理科学  サイエンス社
19830301 平行宇宙への旅立ち ざ さいくる 動力炉核燃料事業
19830101 第二章  ビッグバン宇宙 日本物理学会編 「宇宙培風館
19830101 第VII章宇宙論と一般相対論 高倉監修［現代天文学講談社
19830101 書評  Chandrasekar Mathematical Tｵｯｸｽﾎｵｰﾄﾞ U ﾌﾟﾚｽ ﾌｵｯｸｽﾎｵｰﾄﾞUP ｼﾞｬ



19821101 大阪工大講演  ビッグバン宇宙 大阪工業大学 特別講大阪工業大学
19820901 銀河の生い立ちとビッグバン 星の手帖 河出書房新社
19820901 宇宙れい明の大爆発ビッグバン クオーク 講談社
19820701 銀河形成と素粒子物理学 科学 岩波書店
19820401 対談  九後太一郎「極大の世界と極 大学生協 読書のいず大学生協連
19820326 宇宙論と基礎物理学 湯川秀樹博士追悼シン基礎物理学研究所
19820101 　ｸﾞﾘﾌｨﾝ ［タイムワープ ］ ブルーバックス 講談社
19820101 物理学と宇宙論のおける最近の試み哲学研究 京大哲学会
19811201 現代の宇宙論 創造選書43 小学館
19811101 偉人湯川 に惹かれて 自然　　 中央公論社
19810601 相対論と宇宙論 サイエンス社
19810601 コラム 随想    消えた聖夜 現代 講談社
19810601 宇宙が一センチだった頃 自然 中央公論社
19810501 宇宙：こうして捕まえた 創拓社
19810501 相互作用の統一理論と宇宙論 理想 理想社
19810501 フロリダのデイラック先生 数理科学 サイエンス社
19810301 対談  光瀬龍  ［僕がアインシュタインﾚｸﾁｬｰﾌﾞｯｸ 朝日出版社
19810301 宇宙とブラックホール  しらたか 長井高等学校
19810113 宇宙えの関心と夢 読売新聞 読売新聞社
19810107 著者訪問［アインシュタインのたまご 学生新聞 日本共産党
19810101 アインシュタインが考えたこと ジュニア新書 岩波書店
19801225  対談 宇宙の輪廻 宇宙：いまわからない 朝日出版社
19801225 対談 アインシュタインへの贈物 意外性の宇宙 朝日出版社
19801201 唐木順三氏の［物理学原罪論］につ 諸君 文芸春秋社
19801201 コラム 随想 蓮花峰 サイコロジー サイエンス社
19801201 相対論   18 数理科学 サイエンス社
19801201 冷えた宇宙炉の中で 科学サロン 東海大学出版
19801120 Massive　neutrino と　Bigbang　宇宙素粒子論研究 理論物理刊行会
19801101  ＴＨＯ理論  項目 [日本の科学５０年] 岩波書店
19801101 相対論   17 数理科学 サイエンス社
19801001 宇宙の生成と進化 創造の世界 小学館
19801001 相対論   16 数理科学 サイエンス社
19800801 星の進化をめぐる研究遍歴：林教授自然 中央公論社
19800701 問われる宇宙 日本の科学と技術 日本科学技術振興
19800701 星の終末とブラックホール プロメテウス 科学技術庁
19800601 相対論   15 数理科学 サイエンス社
19800511 ニュートリノ質量記事コメント 読売新聞 読売新聞社
19800501 相対論   14 数理科学 サイエンス社
19800401 相対論   13 数理科学 サイエンス社
19800401 ブラックホール コンセンサス ：ＮＥＣ広ＮＥＣ
19800301 随想 本の中の本  3 コラム  諸君 文芸春秋社

19800201 ブラックホールと膨張宇宙 サイエンス 日本経済新聞社
19800201 随想 本の中の本  2  コラム  諸君 文芸春秋社
19800115 韓国語版　相対論的宇宙論 電波科学社
19800112 好奇心と学問 町報  しらたか 白鷹町役場
19800101 　ｼﾞｬｽﾄﾛﾄﾝﾌﾟｿﾝ  天文学 共立出版社
19800101 随想 本の中の本  1  コラム  （連載３諸君 文芸春秋社
19800101 鮎貝 京都 宇宙 山形新聞 山形新聞社
19791201 重力理論とその発展 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19791201 アインシュタイン生誕百年 日本の科学者 日本科学者会議
19791201 反物質と宇宙 現代天文学講座  月報恒星社・厚生閣
19791019 グルオン発見の意味 山陽新聞 山陽新聞社
19791001 アインシュタインのたまご 朝日出版社
19791001 宇宙の創成：素粒子から銀河まで 紀ノ国屋書店
19790801 宇宙と物理 心 平凡社
19790801 アインシュタイン生誕百年 アカデミックプレス ブッｱｶﾃﾞﾐｯｸﾌﾟﾚｽ  ｼﾞｬ



19790701 宇宙論と物理学 科学 岩波書店
19790701 宇宙の中で 現代思想 青土社
19790701 相対論   12 数理科学 サイエンス社
19790601 コラム 思想の言葉：  ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ生誕思想 岩波書店
19790601 相対論   11 数理科学 サイエンス社
19790601 高ｴﾈﾙｷﾞｰﾆｭｰﾄﾘﾉの起源 月刊フィジクス 海洋出版社
19790501 相対論   10 数理科学 サイエンス社
19790401 巻頭言  Einsteinと基礎物理学 科学 岩波書店
19790401 Einstein方程式の厳密解問題 科学 岩波書店
19790401 アインシュタイン以後 自然 中央公論社
19790401 宇宙と素粒子物理 数理科学 サイエンス社
19790401 相対論   9 数理科学 サイエンス社
19790313 アインシュタイン生誕百年 読売新聞 読売新聞社
19790313 ｺﾒﾝﾄ:アインシュタイン生誕百年記事東京新聞 東京新聞社
19790307 ｺﾒﾝﾄ:アインシュタイン生誕百年記事朝日新聞 朝日新聞社
19790301  相対論的宇宙 柳瀬 江沢 編［アインシダイヤモンド社
19790301 星の重力崩壊とEinstein方程式の厳松永賞記念論文集  自松永記念財団
19790301 相対論   8 数理科学 サイエンス社
19790201 宇宙線と宇宙論 月刊フィジクス 海洋出版社
19790201 相対論  7 数理科学 サイエンス社
19790101 アインシュタインと宇宙論 星の手帖 河出書房新社
19790101 相対論   6 数理科学 サイエンス社
19781201 火の玉宇宙の検証にノーベル賞 自然 中央公論社
19781201 相対論   5 数理科学 サイエンス社
19781201 宇宙はどうして始まったか 自然 中央公論社
19781101 巻頭言  現代科学の一視点：宇宙論科学 岩波書店
19781101 相対論  4 数理科学 サイエンス社
19781024 世界の理論屋の殿堂に：基研２５周 京都新聞 京都新聞社
19781001 相対論   3 数理科学 サイエンス社
19780928 林、早川編「宇宙物理学 第２版」 分 岩波講座  現代物理学岩波書店
19780901 相対論   2 数理科学 サイエンス社
19780803 巻頭言  謎かける反物質 産報デラックス ９９の謎サンポウジャーナ
19780801 相対論  1 (連載 18回) 数理科学 サイエンス社
19780731 宇宙と物理 天文天体物理若手1９７８年度夏の学校
19780725  ブラックホール（再掲） 中村誠太郎編［アイン 朝日出版社
19780722 京大基礎物理研２５周年 朝日新聞 朝日新聞社
19780701 「星の進化」1､9､10､11章執筆 共立出版社
19780701 はるかなる宇宙論 星の手帖 河出書房新社
19780301 一般相対論と数学 岩波講座 基礎数学  岩波書店
19780215 ブラックホールに挑む （再掲） 伏見監修［日本の科学工作舎
19780215   分担執筆  23項目 天文・宇宙の辞典 恒星社・厚生閣
19780202 対談  小尾信弥 産報デラックス ９９の謎サンポウジャーナ
19780101 文化としての科学：基礎科学のも一つ科学 岩波書店
19780101 相対論的重力 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19780101 座談会  相対論の教科書をめっぐてＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19780101 部分と全体 トリスタン ニュース    高ｴﾈﾙｷﾞｰ物理研
19770901 宇宙論と時間 数理科学 サイエンス社
19770201 宇宙論と時間 理想 理想社
19770101 基礎物理学研究所の将来 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19761101 宇宙はどうして始まったか 自然 中央公論社
19761001 重力崩壊とﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙの物理学 科学 岩波書店
19760801 グラビア　この人、この顔 蛍雪時代 旺文社
19760701 宇宙論：一般相対論からみた宇宙像日本の科学と技術 日本科学技術振興
19760608 私の教育論（連載） 朝日新聞 朝日新聞社
19760601 宇宙開びゃくの問題 エピステーメ 朝日出版社
19760423 ひと：所長就任 朝日新聞 朝日新聞社



19760420  項目 「オッペンハイマー」 万有百科大事典  小学館
19760331 人間ひろば：所長就任 サンケイ新聞 産経新聞社
19760319 基研所長記事  読売新聞 読売新聞 読売新聞社
19760201 ブラックホール エピステーメ 朝日出版社
19760101 ブラックホール：一般相対論と星の終自然選書 中央公論社
19760101 対談  サトウサンペイ 三洋化成ニュース 三洋化成
19751210 項目 「宇宙」、「宇宙線」 万有百科大事典 小学館
19751201 ブラックホール：ゼロまで縮む穴 科学朝日 朝日新聞社
19751119 ｺﾒﾝﾄ:相対論の決戦場 毎日新聞 毎日新聞社
19741101 その後のブラックホール 自然 中央公論社
19740701 相対論的宇宙論 ブルーバックス 講談社
19740101 ブラックホール問答 現代化学 東京化学同人
19731001 ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙとｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ重力方程式 現代数学 現代数学社
19730725 佐藤氏に聞く：松田氏との対談 京都大学学園新聞 京都大学新聞社
19730720 この人欄  京都新聞 京都新聞社
19730718 ＴＳ解・ソルベー会議招待記事 朝日新聞 朝日新聞社
19730718 ＴＳ解・ソルベー会議招待記事 毎日新聞 毎日新聞社
19730718 ＴＳ解・ソルベー会議招待記事 京都新聞 京都新聞社
19730601 ブラックホールに挑む 自然 中央公論社
19730601 ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙの時空構造：Einstein方程科学 岩波書店
19730101 林、早川編「宇宙物理学」分担執筆 岩波講座  現代物理学岩波書店
19730101 E>１０２０eV宇宙線の存在と相対性原宇宙線研究 宇宙線研究者会議
19721201 元素はどこで作られたか 天文と気象   地人書院
19721001 宇宙空間の幾何と物理 数理科学 サイエンス社
19720801 現代の宇宙論 創造の世界 小学館
19720301 宇宙論と銀河形成 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19710301 大学院も狭き門 自然 中央公論社
19710101 銀河はいかにしてできたか 自然 中央公論社
19700501 H.ベーテ　　星におけるエネルギー生ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19700401 宇宙におけるヘリウム形成 天文月報 日本天文学会
19700120 膨張宇宙論からみたQSO QSO研究会集録
19691001 宇宙の歴史性について 京大生協 書評の特集京大生協
19690605  17章 宇宙の構造 湯川　赤堀　林編［生命共立出版社
19690129 膨張宇宙の進化と銀河の起源 研究会集録「銀河およプラ研
19681201 宇宙進化と素粒子の起源 素粒子論研究 理論物理刊行会
19680601 熱い宇宙は存在した 自然 中央公論社
19680401 高エネルギー天文学の諸問題 宇宙航空研究所報告 東大宇宙航空研
19680201 膨張宇宙での物質と銀河 宇宙論研究会報告 基礎物理学研究所
19671201 宇宙論の諸問題 素粒子論研究 理論物理刊行会
19671001 宇宙の話 科学の実験 共立出版社
19670731 銀河系外空間の物理 三者　夏の学校予稿集
19670608 元素はこうしてできた 読売新聞 読売新聞社
19670501 膨張する宇宙 天文月報 日本天文学会
19660801 最近の宇宙論 科学 岩波書店
19660701 宇宙の温度 ＢＵＴＳＵＲＩ 日本物理学会
19650301 ラジオ銀河のEnergy源 恒星内部構造論勉強会
19641201 電波源内の宇宙線 Non Thermal Radio Sources　勉強会
19641101 neutrino flux と 宇宙論 素粒子論研究 理論物理刊行会
19601001 自然の階層ということ 全物協 全国物理学科学生
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