
ダーウィン生誕２００年展　 ２００８年１１月２２日～２００９年２月１９日 千葉県立西部図書館 展示資料一覧

● ダーウィンの生涯
書        名 著       者 出 版 者 請 求 記 号 資 料 コード 所 蔵

1 ダーウィンの生涯 八杉　龍一/著 岩波書店 2893 /     D45 9100336241 東部書庫
2 ダーウィン論詞花集 ルーズ/著       横山　利明/編訳 新水社  4675 /     8    105225900 中央書庫
3 ダーウィンとビーグル号 アラン・ムーアヘッド/著　浦本昌紀/訳 早川書房 2893 /     ﾀﾁ2　ｰ　1 1100388145 一般書庫
4 ダーウィンの花園 （植物研究と自然淘汰説） ミア・アレン/著　羽田節子・鵜浦裕/訳 工作舎 4710 /     8 1101526148 一般書庫
5 ダーウィン  世界を揺るがした進化の革命   レベッカ・ステフォフ/著  西田美緒子/訳 大月書店 2893 /     ﾀﾁ     9 2102012301 東部開架
6 ダーウィン  進化の海を旅する パトリック・トール/著  平山　廉/監修 創元社 4675 /     47 2101393212 東部開架

7
ダーウィン入門
われわれはダーウィンを超えたか

ジョージ・ゲイロード・シンプソン/著
奥野　良之助/訳

どうぶつ社 2893 /     ﾀ42-   2 1100501761 一般開架

8
ダーウィン  世界を変えたナチュラリストの生涯
１ （１８０９－１８５１）

Ａ．デズモンド/著  Ｊ．ムーア/著 工作舎 2893 /     ﾀﾁ  4/    1 2101142526 東部書庫

9
ダーウィン  世界を変えたナチュラリストの生涯
２   （１８５１－１８８２）

Ａ．デズモンド/著  Ｊ．ムーア/著 工作舎 2893 /     ﾀﾁ  4/    2 2101142535 東部書庫

10 チャールズ・ダーウィン生涯・学説・その影響 ピーター・Ｊ・ボウラー/著  横山輝雄/訳 朝日新聞社 2893 /     ﾀﾁ     1 2100155978 東部書庫
11 Ｔｈｅ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄａｒｗｉｎ Ｄｕｎｃａｎ　Ｍ．　Ｐｏｒｔｅｒ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒｓ PenguinBooks 4675 /      40 1101324320 一般書庫
12 ダーウィンの足跡を訪ねて  長谷川　眞理子/著 集英社 2893 /     ﾀﾁ     8 2101969720 東部開架

● 種の起原
13 種の起原  上巻 チャールズ・ダーウィン/著  堀　伸夫/訳 槇書店 4675 /　 　1 /       1 1100227000 一般書庫
14 種の起原  下巻 チャールズ・ダーウィン/著  堀　伸夫/訳 槇書店 4675 /　 　1 /       2 1100227019 一般書庫
15 図説　種の起源  ［ダーウィン／著］ リチャード・リーキー／編著 平凡社 4675 /     D45 9103123916 中央書庫

16 図説種の起源
チャールズ・ダーウィン／著
リチャード・リーキー／編  新版

東京書籍 4675 /      11                      2100730588 東部開架

17 ダーウィンの『種の起源』 ジャネット・ブラウン/著  長谷川眞理子/ ポプラ社 4675 /      60    1102092605 一般開架
18 ラマルク　動物哲学　ダーウィン　種の起原 小泉　丹／著 岩波書店 4675 /      4      2100617802 東部書庫
19 ダーウィンを読む 八杉　龍一／著 岩波書店 4675 /      16 1100690838 一般書庫

● ダーウィンの著作　『種の起原』の他
20 ビーグル号世界周航記 ダーウィンは何をみたか  チャールズ・ダーウィン／著  改訂版 築地書館 4029 /      D45 9102979545 中央書庫

21
ビーグル号の３人
艦長とダーウィンと地の果ての少年

リチャード・Ｌ・マークス/著  竹内和世/訳 白揚社  4029 /      MA38 9102979779 中央書庫

22 ビーグル号航海記  上 チャールズ・ダーウィン/著  島地威雄/訳 岩波書店  4029 /     D45 /    1 9102979518 中央書庫
23 ビーグル号航海記  中 チャールズ・ダーウィン/著  島地威雄/訳 岩波書店  4029 /     D45 /    2 9102979527 中央書庫
24 ビーグル号航海記  下 チャールズ・ダーウィン/著  島地威雄/訳 岩波書店  4029 /     D45 /    3 9102979536 中央書庫
25 ダーウィン著作集１　（人間の進化と性淘汰） チャールズ・Ｒ．ダーウィン／著 文一総合出版 4608 /       6 /      1 1101678257 一般書庫
26 ダーウィン著作集２　（人間の進化と性淘汰） チャールズ・Ｒ．ダーウィン／著 文一総合出版 4608 /       6 /      2 1101681940 一般書庫
27 ダーウィン著作集３　（植物の受精） チャールズ・Ｒ．ダーウィン／著 文一総合出版 4608 /       6 /      3 1101721035 一般書庫

28
ダーウィン著作集別巻１
（現代によみがえるダーウィン）

ダーウィン／著 文一総合出版 4608 /        6 /     ﾍ1 1101678266 一般書庫

29
ダーウィンの種の
トランスミューテーションのノート　(上)

チャールズ・ダーウィン/原著　ギャヴィン・
ドビア/編兼補注兼序論　　横山利明/訳

横山利明 4675 /       42 /     1 1101772796 一般書庫

30
ダーウィンの種の
トランスミューテーションのノート　（中の１）

チャールズ・ダーウィン/原著　ギャヴィン・
ドビア/編兼補注兼序論　　横山利明/訳

横山利明 4675 /       42 /     2 1101772802 一般書庫

31
ダーウィンの種の
トランスミューテーションのノート　（中の２）

チャールズ・ダーウィン/原著　ギャヴィン・
ドビア/編兼補注兼序論　　横山利明/訳

横山利明 4675 /       42 /     3 1101772811 一般書庫

32
ダーウィンの種の
トランスミューテーションのノート　（下の１）

チャールズ・ダーウィン/原著　ギャヴィン・
ドビア/編兼補注兼序論　　横山利明/訳

横山利明 4675 /       42 /     4 1101772820 一般書庫

33
ダーウィンの種の
トランスミューテーションのノート　（下の２）

チャールズ・ダーウィン/原著　ギャヴィン・
ドビア/編兼補注兼序論　　横山利明/訳

横山利明 4675 /       42 /     5 1101772830 一般書庫

34 ダーウィン植物の運動力 Ｃ．ダーウィン／原著　　渡辺　仁／訳 森北出版 4713 /       20 1100545532 一般書庫
35 ダーウィン自伝 チャールズ・ダーウィン著 八杉　竜一／訳 筑摩書房 2893 /       ﾀﾁ     5 2101219111 東部書庫
36 ミミズと土  Ｃｈ．ダーウィン／著  渡辺　弘之／訳 東京  平凡社 4839 /       1   2100034720 東部書庫

● ダーウィンとその時代
37 大探検時代の博物学者たち ピーター・レイビ／著　高田朔／訳 河出書房新社 4602 /        14 1101687022 一般書庫
38 ナチュラリストの誕生(イギリス博物学の社会史) D・E・アレン／著　　阿部浩／訳 平凡社 4602 /         9 1100889954 一般書庫
39 進歩の発明（ビクトリア時代の歴史意識） ピ－ター・J・ボウラー／著　　岡嵜修／訳 平凡社 4023 /　　　 　6 1101375016 一般書庫

40
Newton世界の科学者100人 未知の扉を開いた
先駆者たち

竹内均／監修 教育社 4028 /　　　　11 1100923653 一般書庫

41
英文で読む大科学者のことばⅡ
（物質と生命をめぐって）

東京工業大学科学史ゼミナール／編 講談社 4028 /　　　　2 /     2 1100231263 一般書庫

42
世紀末の知の風景
（ダーウィンからロレンスまで）

度会　好一／著 南雲堂 9302 /        383 1101043221 一般書庫

43
進化の胎動
（ダーウィンの先駆者たち１７４５－１８５９）

ベントレー・グラース／編　　谷　秀雄／監
訳

大陸書房 4675 /        13 1100630992 一般書庫

44 ダーウィン前夜の進化論争 松永　俊男／著 名古屋大学 4675 /        52 1101980500 一般開架
45 ダーウィンの時代  科学と宗教  松永　俊男／著 名古屋大学 4023 /         9 1101519180 一般開架

46
生物学を開拓した人たちの自然観
ファーブル、ダーウィン、メンデル

竹内均・知と感銘の世界
ニュートンプレ
ス

46028 /       3 2101513203 東部開架

47
ダーウィン，マルクス，ヴァーグナー
知的遺産の批判

ジャック・バーザン／［著］  野島　秀勝／
訳

法政大学 2893 /         ﾀﾁ     1 1101632599 一般開架

48 ラマルク伝  忘れられた進化論の先駆者    イヴ・ドゥランジュ／著  ベカエール直美／ 平凡社 2893 /         ﾗ32-  1 1100778534 一般書庫
49 ダーウィンとバトラー　（進化論と近代西欧思想） バジル・ウィリー／著　　　松本　啓／訳 みすず書房 4675 /         6 1100493230 一般書庫
50 大科学者たちの肖像 ロイ・ポ－ター／編　　　　市場泰男／訳 朝日新聞社 4028/　　　　　8 1100706938 一般書庫
51 ダーウィンのミミズ、フロイトの悪夢  アダム・フィリップス／［著］  渡辺　政隆／ みすず書房 2893 /         ﾀﾁ     7 2101957872 東部書庫

52
神と自然
（歴史における科学とキリスト教）

Ｄ．リンドバーグ／　Ｒ．Ｌ．ナンバーズ／
編　渡辺　正雄／監訳

みすず書房 4040 /         57 1101298688 一般書庫

　1831年、22歳のチャールズ・ダーウィンは帆船ビーグル号に博物学者として乗り込み、世界一周の航海に出ました。現代でいうと宇宙船に乗り込む冒険に値する
でしょうか。２年以上と言われて乗船した旅は５年にもわたり、ダーウィンはあらゆる地域の生態系を目の当たりにしてネイチャーショックを受けます。航海中に思い
つき、帰国後すぐに進化についての構想を得つつも、当時の社会の驚愕を予想して慎重になり、『種の起原』として発表するまでに20年以上の歳月を費やしまし
た。さて、2009年はダーウィン生誕200年＆『種の起原』出版150年です。この機会に、ダーウィンの著作やその時代についての資料を手にとってご覧いただければ
幸いです。県立中央図書館・東部図書館からも資料を取り寄せました。ご覧になりたい方は、カウンターの職員にお申し付けください。一般図書は貸し出しもできま
す。（＊なお、ダーウィンが生まれた1809年2月12日は、アブラハム・リンカーンの生誕日でもあります。）



53
科学者伝記小事典
科学の基礎をきずいた人びと

板倉　聖宣／著 仮説社 4028 /         17 1101693146 一般開架

54
心にしみる天才の逸話２０
天才科学者の人柄、生活、発想のエピソード

山田　大隆／著 講談社 4028 /         18 1101735809 一般開架

55

ダーウィン展  カタログ
２００８年３月１８日（火）～６月２２日（日）国立科
学博物館　２００８年７月１９日（土）～９月２１日
（日）大阪市立自然史博物館　主催：国立科学
博物館/読売新聞社/NHKほか

国立科学博物館／編集  渡辺　政隆／編
集

読売新聞東京
本社

2893 /         ﾀﾁ     3 1102119988 一般開架

● ダーウィンの家族たち

56
エラズマス・ダーウィン
生命の幸福を求めた博物学者の生涯

デズモンド・キング＝ヘレ／著  和田　芳
久／訳

工作舎 2893 /         ﾀ14-   1 1101198299 一般開架

57
十八世紀の文人科学者たち
（リンネ，ビュフォン，ヴィンケルマン，Ｇ．フォル
スター，Ｅ．ダーウィン）

ヴォルフ・レペニース／著　　小川　さくえ
／訳

法政大学 4028 /         12 1101044390 一般書庫

58 ウェッジウッド物語 相原　恭子／著  中島　賢一／著 日経ＢＰ社 7513 /         10 2101149349 東部開架

59
私の英国物語
ジョサイア・ウェッジウッドとその時代

講談社／編 講談社 233 /           2 105022676 中央書庫

60
ダーウィンと家族の絆
長女アニーとその早すぎる死が進化論を生んだ

ランドル・ケインズ／著  渡辺　政隆／訳 白日社 2893 /         ﾀﾁ     6 2101664075 東部書庫

61 ダーウィンをめぐる人々 松永　俊男／著 朝日新聞社 4675 /         Ma13 9104445057 東部書庫

● ダーウィンの進化論に影響を与えた人々

62
１７・１８世紀大旅行記叢書
第２期９  新大陸赤道地方紀行  上

アレクサンダー・フォン・フンボルト／［著］ 岩波書店 2909 /         23/ 2  -9 1101820365 一般開架

63
ジェイムズ・ハットン
地球の年齢を発見した科学者

ジャック・レプチェック／著  平野　和子／
訳

春秋社 45502 /        3 1101921930 一般開架

64 ライエル地質学原理  上 ライエル／［著］  Ｊ．Ａ．シコード／編 朝倉書店 455 /           17/   1 1102034648 一般開架
65 ライエル地質学原理  下 ライエル／［著］  Ｊ．Ａ．シコード／編 朝倉書店 455 /           17/   2 1102046273 一般開架

66 マルサス  Ｄ．ウィンチ／著  久保　芳和／訳
日本経済評論
社

3314/          40 1101119553 一般書庫

67
種の起原をもとめて
ウォーレスの「マレー諸島」探検

新妻　昭夫／著 朝日新聞社 4675 /          8/ 2100577609 東部書庫

68 博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレスの生涯  ピーター・レイビー／著  長澤　純夫／訳 新思索社 2893 /          ｳｱ    6 2102092035 東部開架

● ダーウィンと進化論
69 ダーウィンと進化論 渡辺　正雄／編著 共立出版 4675 /           5 1100493220 一般書庫
70 進化論  その歴史と現代 増淵　法之／著 たたら書房 4675 /           8 1100515533 一般書庫
71 進化の化学　　　　（ダーウィンからＤＮＡへ） ジョン・グリビン／著　　　松浦　俊輔／訳 青土社 4675 /          17 1100706974 一般書庫
72 構造主義と進化論 池田清彦／著 海鳴社 4675 /          20 1100750711 一般書庫
73 進化思想の歴史  上 ピーター・Ｊ・ボウラー/著  鈴木　善次/訳 朝日新聞社 4675 /           7/   1 1100500263 一般書庫
74 進化思想の歴史  下 ピーター・Ｊ・ボウラー/著  鈴木　善次/訳 朝日新聞社 4675 /           7/   2 1100500272 一般書庫

75
動物心理学史
（ダーウィンから行動主義まで）

Ｒ．ボークス／著
宇津木　保・宇津木　成介／訳

誠信書房 4817 /          43 1100835659 一般書庫

76 生物学の歴史Ⅰ G・R ・テイラー／著　　矢部一郎[ほか]／ みすず書房 4602 /           1/    1 1100226871 一般書庫
77 生物学史論集 木村　陽二郎／著 八坂書房 4602 /           4 1100471386 一般書庫

78
今西錦司全集第１２巻
（ダーウィン論・主体性の進化論）

今西　錦司／著 講談社 4608 /           5 /   12 1101196169 一般書庫

79 吉本隆明全対談集5 吉本　隆明／著 青土社 N460 /    ﾖ41-   1 /  5 1100602906 一般書庫
80 はじめての進化論 河田　雅圭／著 講談社 4675 /          Ka98 9104955364 書庫CL
81 フラミンゴの微笑　上　　　（進化論の現在） S・ジェイ・グールド／著　新妻昭夫／訳 早川書房 4675 /            21 /  1 1100793666 一般書庫
82 フラミンゴの微笑　下　　　（進化論の現在） S・ジェイ・グールド／著　新妻昭夫／訳 早川書房 4675 /            21 /  2 1100793675 一般書庫
83 ニワトリの歯  進化論の新地平  上 S・ジェイ・グールド／著  渡辺　政隆／訳 早川書房 4675 /            15/   1 1100663400 一般書庫
84 ニワトリの歯  進化論の新地平  下 S・ジェイ・グールド／著  渡辺　政隆／訳 早川書房 4675 /            15/   2 1100663410 一般書庫
85 基礎生物学講座８　生物の起原と進化 太田次郎／［ほか］著 朝倉書店 4608 /　       　　4/　 8 1101037995 一般書庫
86 進化  １  進化論とは 柴谷　篤弘／［ほか］編 東京大学 4675 /            24/   1 1100998180 一般書庫
87 進化  ２  進化思想と社会 柴谷　篤弘／［ほか］編 東京大学 4675 /            24/   2 1100998190 一般書庫
88 進化　３　古生物学からみた進化 柴谷　篤弘／［ほか］編 東京大学 4675 /            24/   3 1100998609 一般書庫
89 進化　４　形態学からみた進化 柴谷　篤弘／［ほか］編 東京大学 4675 /            24/   4 1101015595 一般書庫

90 進化と精神
ジュリアン・ハックスリー／著
若林千鶴子／訳

思索社 4675 /            22 1100866996 一般書庫

91 生命観の歴史　下（現代への展開） C・U・M ・スミス／著　八杉龍一／訳 岩波書店 4611 /　　　  　　１/    2 1100226890 一般書庫
92 生命論と進化思想 八杉龍一／著 岩波書店 4611 /　　　  　　2 1100492798 一般書庫
93 生命を語る（その思想の流れ） 中村運／著 化学同人 4611 /　　　  　　4 1100661442 一般書庫
94 化石から知るヒトの進化 イアン・タッタソール／著  　　河合　信和 三田出版会 469 /              1 1101598970 一般書庫
95 骨は語る ジェフリー・シュワルツ／著  渡辺　毅／訳 河出書房新社 4694 /            6 1101418249 一般書庫
96 ダーウィンとデザイン 進化に目的はあるのか  マイケル・ルース／著  佐倉　統／訳 共立出版 4675 /            61 1102106059 一般開架

97 ダーウィニズムと人間の諸問題
リチャード・Ｄ・アレグザンダー／著
山根　正気／訳

思索社 4675 /            10 1100572431 一般書庫

98 変異するダーウィニズム  進化論と社会 阪上　孝／編 京都大学 4675 /            46 1101875200 一般開架

99
拝啓ダーウィン様
（進化論の父との１５通の往復書簡）

ガブリエル・ドーヴァー／著
渡辺　政隆／訳

光文社 46721/           10 1101769600 一般書庫

100
反進化論
（ダーウィンの自然観はまちがっている）

マイケル・デントン／著
川島　誠一郎／訳

どうぶつ社 4675 /            14 1100635228 一般書庫

101 「進化」大全ダーウィン思想：史上最大の科学革 カール・ジンマー／著  渡辺　政隆／訳 光文社 4675/             50 1101935873 一般開架
102 生物の科学　遺伝２００８年９月ダーウィンと現 NTS  1502317582 雑誌書庫

● ガラパゴス諸島ほか

103
ガラパゴス      ガラパゴス自然史
／ゾウガメが島に帰る日

藤原　幸一/著・訳  Ｇｏｄｆｒｅｙ　Ｍｅｒｌｅｎ/著
ニュートンプレ
ス

46261/            1 1101873716 一般開架

104 フィンチの嘴　ガラパゴスで起きている種の変貌 ジョナサン・ワイナー/著　 樋口広芳/訳 早川書房 4889 /             1 1101409473 一般書庫
105 ガラパゴス大百科  大洋に浮かぶ進化の小宇宙 水口　博也／著 ＴＢＳブリタニ 46261/            1 2101068634 東部開架
106 ガラパゴス博物学  孤島に生まれた進化の楽園 藤原　幸一／写真・文 データハウス 48261/            1 2101393491 東部開架

107
ひとりぼっちのジョージ
最後のガラパゴスゾウガメからの伝言

ヘンリー・ニコルズ／著  佐藤　桂／訳 早川書房 48795 /           2 1102053385 一般開架

108
ダーウィンの地球好奇心ブック
新ビーグル号探検記

小学館 4029 /            D45 9101926485 東部書庫

*** 今回の展示に際しては、「ダーウィン展」を開催した国立科学博物館・読売新聞社からも資料提供のご協力をいただきました。ありがとうございました。***


