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科学を学ぶ意味	



何を学んでおくべきなのか？	

n  受験のために「学ばされる」科目は役に立つ？ 
n  人によって全く異なるだろうが、私の場合 

n  数学と物理（と地学の一部）は不可欠 
n  英語と国語は文献を読み、共同研究者と議論し、

研究結果を発表するために極めて重要 
n  化学と生物はあまり要らない（私だけ） 
n  歴史と地理、古文・漢文などは全く不要（私だけ） 

n  しかし、必要あるいは「狭い意味で役に立つ」
事だけを学んでおけばそれで良いのか？ 

n  何のために学ぶのか？ 



リチャード・ファインマン 
『科学とは何か: 

 ファインマンさんベストエッセイ』 
　(大貫・江沢 訳　岩波書店)	

n 僕はみなさんが専門家を、たまにどこ

ろか、必ず疑ってかかるべきだというこ

とを、科学から学んで頂きたいと思い

ます。事実、僕は科学をもっと別な言い

方でも定義できます。科学とは専門家

の無知を信じることです。	



Henri Poincaré 
 (Science and method, 

1908) 

n The scientist does not study nature 
because it is useful to do so. He studies 
it because he takes pleasure in it， and 
he takes pleasure in it because it is 
beautiful. If nature were not beautiful, 
it would not be worth knowing and life 
would not be worth living. 



答えを知るより疑問に思う心が大切	

　　　　　　　　　　　　　　　（大正十年三月、渋柿）	
寺田寅彦　1878年11月28日～1935年12月31日	
　　　　　　　高知県出身	
　　　　　　　東京帝国大学物理学教授	

眼は、いつでも思った時にすぐ閉

じることができるようにできている。	

しかし、耳のほうは、自分では自

分を閉じることができないようにで

きている。　	なぜだろう。	



私の考える科学の心	

n  謎を解明する（問題に答える）よりも、新たな謎を
発見（世の中の不思議さに感嘆）するほうが大事	

n  勉強（つとめはげむ）から　学問（学びて問う）へ	

n  競争のための競争はするな：　勝ち負けという価
値観は科学とは本来相容れない	

n  ただし、このような私の価値観は、科学者の間で
もあまり受け入れられてはいない	

n  しかし「役に立たない」学問を、その波及効果、あるいは　
「100年後に役に立つ」学問を生み出すという理由で
正当化する論調には賛同しかねる	



invaluable > valuable	
n  「役に立たない」と「価値がない」は違う	

n 芸術、音楽、文学、恋愛は役に立つのか？	

n でもそれらは生きる理由を与えてくれる	

n valuableは、「価値を判断できる」ほど大切、
意義深いという意味	

n  Invaluable は、「もはや価値を判断する事す
らできない」ほど重要であるという意味	

n 科学にもusefulではなくuselessだがinvaluable
な分野があって良いはず⇒天文学はその典型	



試験が得意な人≠新しいことを開拓する人	
n  大学入学までに行われる「試験」での評価基準 

n  正解が存在することがわかっている問題を 
n  決められた時間内に 
n  一人だけで何も見ず 
n  すべての科目を万遍なく 

n  これらは社会の現場とはすべて「矛盾する」 
n  試験での秀才が必ずしも優れた研究者・社会人になってない 

n  人間の才能は1次元に数値化できるものではなく、多
次元空間で表現すべきもの 
n  必ずしも（とびぬけて）優秀である必要はない 
n  何でも良いから余人をもって代えがたい度合いが重要 

n  何よりも自分が好き・楽しめることを見つけることが大切 



科学を学ぶ意味	

n  テストで良い点を取るためではない	
n  楽しみながら、すこしでもより自然を理解する	

n  世の中の不思議さを認識する	

n  当たり前とされていることでも一度は疑ってみる	
n  みんなが言っているからではなく自分で納得する	

n  本物と偽物を見極める	
n  変な人（TVに出過ぎる有名人・肩書きだけで中身の

ない人・詐欺師・政治家・官僚・大学教員）に騙されない	

n  真実を合理的に理解し納得する	

n  健全な懐疑心をもち、善悪を区別する	

n  科学的考え方は狭い意味の科学にとどまらない	



ここで例題	

東京大学が目指している 
（という噂のある） 

秋入学をどう思う？	



秋入学のメリット	

n  海外の主要大学と入学時期を合わせる事で優
秀な学生が東京大学に入学する 

n  受験勉強で固定化してしまった価値観を半年
間のギャップタームで取っ払う	

n  新入生は合格後9月まで、海外に留学したり国
内でボランティアをすることで視野を広げられる 

n  2年生以降は毎年海外の大学で行われている
サマープログラムに参加できる 



良い事づくめのすばらしい提案 
のように聞こえる。。。 

 
だからこそ、では本当か？ 

と疑ってみるのが真の科学的態度	



秋入学の真実	
n  優秀な外国人学生が日本に来

ない理由は入学時期の問題で

はないので効果なし。 

n  それこそ入学直後の大学の講

義に与えられた使命。他力本願

は単なる責任放棄。 

n  折角学んだ事を半年間ですべ

て忘れるだけにならないか。ま

ずやるべき事は講義の改革 

n  誰がお金を負担するのか？アメ

リカの有名私大の場合、年間授

業料は５００万円程度だからこ

そ大学負担が可能なのだ。 

n  海外の主要大学と入学時期

を合わせる事で優秀な学生

が東京大学に入学する 

n  受験勉強で固定化してしまっ

た価値観を半年間のギャップ

タームで取っ払う 

n  新入生は合格後9月まで、海

外に留学したり国内でボラン

ティアをすることで視野を広

げられる 

n  2年生以降は毎年海外の大

学で行われているサマープ

ログラムに参加できる 



結論： 
秋入学は無意味（少なくとも現時点では）	

n この私の意見を強要するつもりはない 
n  東大総長／執行部が提案しようと納得できな

ければ堂々と意見を述べるべき 
n  形式だけを変更する事であたかも改革したか

のように見せかけるやり方は世の中に多い 
n  制度改革に疲弊して真の改革が進まない弊害	

n  根拠のない一方的な主張を鵜呑みにしてはい
けない 

n  自分の頭で疑い、考える事の大切さ 



知的好奇心	



天文学という文学	
n 「文学部か、いいなあ」 
n 「え、どうしてです」 
n 「思い残すことがないでしょう」	

私は《文学部しかない》と決めていて、それ
が何のためとは思わなかった。しかし、勉強
が、それ自体のためというより、ステップで
あるということも当然あるわけだ。いや大学
という存在の《機能》を考えたら、そちらの方
が自然なのかもしれない。  

北村薫『六の宮の姫君』（東京創元社）  



村上春樹 『アフターダーク』	

n  果物がたわわに実り、真ん中には高い山がそ
びえるハワイのある美しい島に流れ着いた３
人の兄弟。夢にでた神様が「とてつもなく重く大
きな岩が３つあるはず。それを好きなところま
で転がして行け、どこまで行くかはお前達の自
由である。高い場所に行けば行くほど遠くを見
ることができる」と告げる。 
n  三男：海岸の近く: とても美しいし、魚も捕れる 
n  次男：山の中腹: 果物が豊富に実っている 
n  長男：山のてっぺん: 霜をなめ苔を食べることで水

分と栄養をとるしかない、でも世界は見渡せる 



マリは質問する	
n  「その話には教訓みたいなものはあるの？」 

n  「教訓はたぶんふたつある。ひとつは」と

彼は指を一本立てる。 

n  「人はそれぞれに違うということ。たとえ兄

弟であってもね。もうひとつは」と二本目の

指を立てる。「何かを本当に知りたいと思

ったら、人はそれに応じた代価を支払わな

くてはならないということ」	



Mari offers her opinion:  
"To me, the lives chosen by the two 

younger brothers make the most sense.”	
n  "True," he concedes. "Nobody wants to go 

all the way to Hawaii to stay alive licking 
frost and eating moss. That’s for sure. But 
the eldest brother was curious to see as 
much of the world as possible, and he 
couldn't suppress that curiosity, no matter 
how big the price was he had to pay."	

n  "Intellectual curiosity."	
n  "Exactly."	 English translation by Jay Rubin	



We are the Nobody !	

ハワイ島 
マウナケア山頂上	

すばる望遠鏡	



ハワイ島マウナケア山頂上 
＠海抜4200m から世界を見渡す	

知的好奇心	

霜	

苔	
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私の人生の目標： 
アンパンマン オープニングテーマ	

n  作詞：（高知県人）やなせたかし　	

　なんのために生まれて 

　なにをして生きるのか 

  　 こたえられないなんて 

      　そんなのは　いやだ！	

http://www.ntv.co.jp/anpanman/ 



夜空ノムコウの世界	



2010年１０月７日@カリフォルニア工科大学天文学教室講堂	



Langton's ant  
n  極めて単純な決定論的規則でありながら、予想不可能

な複雑なパターンを示す：要素還元主義の限界？ 
n  検索、あるいはウィキペディアを参照することを勧める 

ウィキペディアからダウンロードしたアニメーション	



複雑な世界に隠された単純な摂理 

n  黒と白の2色からなる2次元タ
イルをアリが以下の単純な規
則にしたがって動く 
n  黒いマスにアリがいた場合、90°

右に方向転換し、そのマスに色
をつけ、1マス前進する 

n  白いマスにアリがいた場合、90°
左に方向転換し、そのマスの色
を黒にして、1マス前進する 

n  最初の黒と白のタイルの配置
によって複雑なパターンが生ま
れる	



単純な法則から生まれる複雑な世界	

n  物理学における二つの大きな目標 
n  一見複雑そうな現象からその背後にある単純な法則を見抜く 
n  単純な法則からなぜこのような多様性が生まれるかを理解する 
n  対象が何であるかは問わない（物質のみならず、生命、社会現

象、心理現象、脳などまさに森羅万象）	



2010年6月25日@ロサンゼルス	



空が青いわけ	

n  大気は粒子（気体分子）から成る 
n  レイリー散乱∝（波長）-4 

n  青空は世界の果てなのか 
n  この先に別の世界が広がっているのか	



2011年12月10日22時13分＠埼玉県上尾市	



夜空が暗いわけ	

n  オルバースのパラドックス（夜空は明るいはず） 
n  宇宙は有限の過去から始まった 
n  光の速度は無限ではない	



アイザック・アシモフ著　「Nightfall(夜来たる)」	

n  2049年に一度しか夜が来ない“地球”の世界観	

n  自分たちの“地球”以外に宇宙はあるか？	

イラスト：　羽馬有紗	

我々は宇宙の中心	

恐ろしい暗闇が訪れた	

我々は何も知らなかった	



アイザック　アシモフ: Nightfall（1）	

n  Lagash’s own sun. Alpha, the one about 
which it revolved, was at the antipodes, as 
were the two　distant companion pairs. The 
red dwarf Beta -- Alpha’s immediate 
companion -- was alone, grimly alone.　 

n  Aton’s upturned face flushed redly in the 
sunlight. “In just under four hours,” he 
said,　“civilization, as we know it, comes to 
an end. It will do so because, as you see. 
Beta is the only sun in the　sky.” 



アイザック　アシモフ: Nightfall（2）	

n  We’ve located series of civilizations, nine 
of them definitely, and indications of 
others as well, all of which have reached 
heights comparable to our own, and all of 
which, without exception, were destroyed 
by fire at the very height of their culture. 

n  And no one could tell why. All centers of 
culture were thoroughly gutted by fire, 
with nothing left behind to give a hint as 
to the cause. 



アイザック　アシモフ: Nightfall（3）	
n  The Cultists said that every two 

thousand and fifty years Lagash 
entered a huge cave, so that all the 
suns disappeared, and there came total 
darkness all over the world! And then, 
they say, things called Stars appeared, 
which robbed men of their souls and 
left them unreasoning brutes, so that 
they destroyed the civilization they 
themselves had built up. 



n  Beta! And it has been shown that the 
eclipse will occur only when the 
arrangement of the suns is such that Beta is 
alone in its hemisphere and at maximum 
distance, at which time the moon is 
invariably at minimum distance. The eclipse 
that results, with the moon seven times the 
apparent diameter of Beta, covers all of 
Lagash and lasts well over half a day, so 
that no spot on the planet escapes the 
effects. That eclipse comes once every two 
thousand and forty-nine years. 

アイザック　アシモフ: Nightfall（4）	



アイザック　アシモフ: Nightfall（5）	
n  “Light !” he screamed. Aton, somewhere,           

was crying, whimpering horribly like a terribly 
frightened child.  

n  “Stars --  all the Stars -- we didn't know at all.       
We didn't  know anything.”  

n  Someone clawed at the torch, and it fell and 
snuffed out. In the instant, the awful splendor of 
the indifferent Stars leaped nearer to them. 

n  On the horizon outside the window, in the    
direction of Saro City, a crimson glow began 
growing, strengthening in brightness,                 
that was not the glow of a sun. 

n  The long night had come again.  
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青空のムコウには何かがあるのか	
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「我々は何も知らなかった」 
でもこれですべて？	

（すばる観測所、田中壱氏撮影）	



夜空を通して世界を知る	



この世界をもっとよく知りたい	
n  微視的世界：物質は何からできている？	

n  ものをどんどん分けていくとどうなるか？	

n  分子⇒原子⇒原子核（バリオン）⇒素粒子（クォーク・レプトン）　	

n  もはやこれ以上は分けることのできない最小構成要素が存在	

n  これ以外の物質（素粒子）は存在しないのか？	

n  巨視的世界：宇宙の果てには何がある？	

n  地球⇒太陽系⇒星団⇒銀河⇒銀河団⇒宇宙の大構造	

n  宇宙の大きさ（＝年齢）は？	

n  さらに遠く（＝過去）の宇宙はどうなっている？	

n  宇宙を占めている物質は、我々がすでに知っている微視的

世界の構成要素と同じなのか？	



世界は何からできている？	
n 古代ギリシャの４元素説	

n 空気、土、火、水	

n 中国の五行説	
n （木、火、土、金、水） 	
　　　 × （陽、陰）	
n これが日本で用いられている惑星	
　　と曜日の名前の由来	

n 現代物理学	

n 分子⇒原子⇒原子核（陽子・中性子）

⇒素粒子（電子、ニュートリノ：   
 　　　　　　クォーク・レプトン）　	

日月火水木金土	



アリストテレスの4（+1）元素説的世界観	

アイテール （第五元素）	

水	 土	

空気	 火	

湿	

冷	

乾	

温	

重い、下へ	

軽い、上へ	

円運動	

直
線
運
動	



五行説：古代中国の素粒子論	

�

�

�

�

�

北京　天壇にて	
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天の世界と地の世界	

水	 水	

火	
火	

土	
土	 金	

空気	

木	古代ギリシャ	
の四元素説	

古代中国	
の五行説	

（いずもり よう:須藤靖「ものの大きさ」図1.1より）	

（エーテル＝第5元素）	

天と地は異なる組成	 天も地も同じ組成	



宇宙を見る目の進歩 (1) 

地上５m望遠鏡＋写真乾板	
100万×人間の眼	



宇宙を見る目の進歩 (2) 

地上4m望遠鏡＋CCD：	
100×写真乾板	



宇宙を見る目の進歩 (3) 

ハッブル宇宙望遠鏡	



宇宙を見る目の進歩 (4) ハッブル宇宙望遠鏡＋CCD：	
1000×地上望遠鏡	

















遠くの宇宙は
過去の宇宙	

銀河宇宙	

原
始
銀
河	

第
一
世
代
天
体	

宇
宙

波
背
景
輻
射	

宇
宙

誕
生	

137億年	 10億年	 4億年～7億年	



20世紀の天文学が眺めた夜空の果て 
「宇宙は何からできているか？」	

n  我々の体をはじめ、地上のす
べての物質は元素から成る	

n  しかし宇宙全体を考えると、
元素の割合は5％以下	

n  光は出さず重力だけを及ぼ
すダークマターが約2割	

n  残る7割以上は、宇宙を一様
に満たすダークエネルギー	

n 目に見えない≠存在しない	

n 宇宙の主成分は目に見えない未知の存在	



宇宙観の変化	

星・銀河 
（光っている元素）	

光を出さない	

元素	

元素以外の	

ダークマター	

21世紀初頭	

1970年代	

1980年代	

1990年代	

ダークエネルギー	



地球以外の「世界」はあるのか？ 
太陽系外惑星	



ボイジャー１号による太陽系内惑星撮像	

 
	

n  1990年2月14日
@40AU 
n  カールセーガンが

地球の画像を 
Pale Blue Dot
と命名	



ペイル・ブルー・ドット	

 
	



太陽系外惑星発見の歴史年表 

1995年に我々は何も知ら
なかった事を思い知る 
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ぺガスス座51番星： 
初めての太陽系外惑星 

(1995年発表）	
わずか4.2日で一周！	



どうやって見つけたのか？	
n ドップラー法	

n 中心星の速度が毎秒
数十メートル程度、周
期的に変動	

n トランジット法	

n （運がよければ）中心
星の正面を惑星が横
切ることで星の明るさが
1パーセント程度周期
的に暗くなる	

rhoCrB-orbit.mpg



初めてのトランジット惑星HD209458b	
地上望遠鏡による	

主星の光度時間変化	

1.5%だけ暗くなった	

約2時間	

周期3.5日のホットジュピター	

ハッブル宇宙望遠鏡による	
主星の光度時間変化	

n  速度変動のデータに
同期した惑星による中
心星の掩蔽の初検出	

Henry et al. (1999) 
Charbonneau et al (2000) 

Brown et al. (2001) 想像図	



ケプラー探査機　(2009年3月6日打ち上げ) 
トランジット惑星専用測光モニター観測 

地球型ハビタブル惑星探査 

http://kepler.nasa.gov/ 



最初の居住可能地球型惑星？	

我々は何も知らなかった 

もう一つの地球？　生命は存在するのか？ 

Presentation by Natalie Batalha, Kepler Deputy Science Team Lead



4つの太陽を持つ惑星を初確認	
n  映画『スター・ウォーズ』に登場する架空の惑星「タトゥ

イーン」の空には、2つの太陽が昇る。しかし、なんとそ

の2倍、4つの恒星を持つ連星系で、惑星「PH1」の存

在が確認された。発見にアマチュア天文家が貢献し

た点も注目を集めている。	

n  　イェール大学の惑星天文学者ミーガン・シュワム氏は

2012年10月15日、ネバダ州リノで開催されたアメリカ

天文学会惑星科学分科会において、「2つの恒星を持

つ連星系では、6個の惑星が確認されているが、4つ

の恒星をもつ例が見つかったのは初めてだ」とコメント

した。 



最も近い恒星系に地球大の惑星	

n  スイスのジュネーブ大などの国際研究チームは、
太陽系に最も近い恒星系「ケンタウルス座アルフ
ァ星」で、地球ほどの大きさの惑星を見つけた	

n  ケンタウルス座アルファ星は、恒星が３個ある三
重連星系で地球から約４光年しか離れていない。
３個のうち「Ｂ星」のそばに、重さが地球の１・１３
倍ほどの惑星が見つかった。恒星との距離は、地
球と太陽の距離の２５分の１で、３日強の周期で
公転しているという。	

n  2012年10月17日11時49分  読売新聞	



さらに将来へ:系外惑星から宇宙生物学へ	

n  巨大ガス惑星発見の時代　(1995） 
n  惑星大気の発見　(2002) 
n  惑星赤外線輻射の検出　（2005） 
n  惑星可視域反射光の検出　(2009) 
n  系外惑星リング、衛星の発見 
n  地球型惑星、居住可能惑星の発見 
n  惑星の直接検出（測光＆分光） 
n  バイオマーカー（生物存在の証拠）の同定  
n  地球外生命の発見 



From Pale Blue Dot  
to  

Beyond Pale Blue Dot	



まとめ	



新たな世界観を開拓する科学	

n 宇宙の果てを観測する	

n 宇宙論	

n 宇宙を満たしている物質を探る	

n 素粒子論	

n 第二の地球を探す	

n 惑星形成論、宇宙生物学	

n 地球外文明はあるか	

n 人間原理、宇宙社会学、宇宙比較文化論	



みえているものだけがすべてではない	



大切なものは目に見えない	



この青空の向こうに何かがあるはず	



この星空の向こうにも何かがあるはず	



この夜空のムコウに 
もう一つの地球・もう一つの宇宙があ
るかも知れない	



金子みすず：　『星とたんぽぽ』  

青いお空のそこふかく	
　海の小石のそのように	
　夜がくるまでしずんでる	
　昼のお星はめにみえぬ	
　　　　見えぬけれどもあるんだよ	
　　　　見えぬものでもあるんだよ	



世界はどこまで理解できるか	

n 世界はなぜ摂理や法則にしたがうのか 
n 世界をたかが我々のような人間が部分的

にでも理解できていることはさらに不思議 
n ネアンデルタール人がそのようなことを成し

遂げられるとは思えない 
n 世界を理解するための最低限の知性は何か 
n 我々人間はどこまで世界を理解可能な知性

のレベルなのか	



湯川学の科学観 
東野圭吾 『真夏の方程式』　文藝春秋社　p.411 
n  この世界には現代科学では解けない謎がいくつも

ある。しかし科学の発展と共に、いずれも解かれてい
くだろう。では科学に限界はあるのだろうか。あると
すれば、何がそれを生み出すのだろうか	

n  それは人間だ。人間の頭脳だ。数学の世界では、
何か新しい理論を発見した時には、正しいかどうか
をほかの数学者に検証してもらう。だが発見される
理論は益々高度化していく。そうなると当然検証で
きる数学者もかぎられてくる。ではもし理論が難解
すぎて、ほかの誰も理解できなかったらどうだろう。
それが理論として定着するには、別の天才が現れる
まで待たねばならない。人間の頭脳が科学の限界
を生み出すというのはそういう理由からだ。	



湯川学の人生観 
東野圭吾 『真夏の方程式』　文藝春秋社　p.412 

n  どんな問題にも答えは必ずある。だけど

それをすぐに導き出せるとはかぎらない

。人生においてもそうだ。今すぐには答

えを出せない問題なんて、これから先、

いくつも現れるだろう。そのたびに悩むこ

とには価値がある。しかし焦る必要は

ない。答えを出すためには、自分自身

の成長が求められている場合も少なく

ない。だから人間は学び、努力し、自分

を磨かなきゃいけないんだ。	



「科学にすがるな！」	根源なんてないんだよ	
　寺田寅彦、朝永振一郎、佐藤文隆は、私が大好きな文章を書く物理学者トッ
プ３。特に、東海林さだお風に意図された「当たり前のことは言わんケンネ」的
軽い表現とは裏腹に、深い思索の宝庫たる佐藤の著作にはしびれっぱなし。	
　フリー編集者である艸場よしみが「死と生の意味」を教えてもらおうと何故な
ぜか宇宙物理学者佐藤に手紙を出す。それをきっかけとした京都の喫茶店で
の対話７回をまとめたのが本書。	
　科学者は危ない連中、根源なんてないんだよそんなもの、宇宙が出来る前な
んてレベルの高い話は帰りに平安神宮にでも寄って考えろ、宇宙はロマンだな
んてねぼけたこというな、自然をありのままに見ない修行をせよ、科学とは権威
がこけていく物語、人間を問いたければ比叡山に行ったほうが良い。次々と飛
び出す佐藤語録には、痛快さを通り越してただただあっけにとられるのみ。しま
いには「僕はあなたから見ていちばん嫌いな男。ヤバイのつかまえちまったと
思ってるかもしれんね」とまで言い放つ（冷静な自覚は立派）。御愁傷様です、
艸場さん。	
　「生死」の意味は別として、天衣無縫な名発言の数々から、通常は語られない
「宇宙はビッグバンからはじまったという知識は二束三文の値打ちもない。値打
ちがあるのはなぜそう考えられるかだ」に代表される真の科学観が浮かび上が
る。きれい事だけですませがちな職業的専門家ではなく、今や絶滅に瀕ひんし
た本物の学者の姿を目の当たりにすればしびれるしかない。	
　我々に成り代わり、「感動しない」熱血頑固学者に叱られつつもめげずに質問
をぶつける役をかってでてくれた艸場さんの勇気と無謀さに敬意を表したい。
おかげで彼の従来の著作より、広い読者層にもわかりやすい記述となった。お
礼にこっそり暴露しておくと、根っからの愛妻家である佐藤先生は奥様には全く
頭が上がらないらしい。自宅では逆に「また変なことばかり言って！」と叱られ
ているに違いない、きっと。　須藤靖　読賣新聞２０１３年３月３日書評 
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アンパンマン 
 エンディングテーマ	

n  作詞：やなせたかし　	

 もし自信をなくして	

 くじけそうになったら	

              いいことだけ	

 いいことだけ	

 思い出せ	

http://www.ntv.co.jp/anpanman/ 



関連文献とインターネットサイト	
n  http://www-utap.phys.s.u-tokyo.ac.jp/~suto/mypresentation_2013j.html	
n  北村薫 『六の宮の姫君』 （東京創元社）  

n  村上春樹 『アフターダーク』 （講談社文庫） 

n  斎藤兆史 『教養の力　東大駒場で学ぶこと』（集英社新書） 

n  佐藤文隆・艸場よしみ 『科学にすがるな!』（岩波書店） 

n  須藤靖 『ものの大きさ』 、『解析力学・量子論』 、 『人生一般ニ相対論』 
 （東京大学出版会） 

n  須藤靖 『三日月とクロワッサン』 、『主役はダーク』 （毎日新聞社） 

n  須藤靖・伊勢田哲治 『科学を語るとはどういうことか』 （河出書房新社） 

n  Isaac Asimov “Nightfall” 
http://www.polvoestelar.com.mx/babilonia/Libros/Isaac%20Asimov/English/Short
%20Stories/Isaac%20Asimov%20-%20Nightfall%20and%20Other%20Stories.pdf 

n  Antoine de Saint Exupéry “Le Petit Prince” 
http://wikilivres.info/wiki/Le_Petit_Prince 

n  金子みすゞ 『星とたんぽぽ』 （金の星社） 

n  東野圭吾 『真夏の方程式』 (文藝春秋社) 


