
所蔵一覧

No. 資料コード 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 コメント

1 920201589 宇宙 渡部／潤一∥監修 ポプラ社  440 / / 児童
「宇宙」は、太陽、地球、月など太陽系のほか、銀河系と星の一生、
宇宙の構造まで解説。写真や図版を満載。

2 920221447 宇宙に果てはあるの？ 池内／了∥監修 かもがわ出版  440 /ｳ / 児童
宇宙、星座、地震、鉱物、化石、恐竜などの「ふしぎ」をとりあげ、そ
のナゾを解く。

3 920291903 宇宙のふしぎ 松井　孝典∥監修 ＰＨＰ研究所  440 /ｳ / 児童
星座が形を変えるって本当? 地球みたいな星はほかにもあるの? 宇
宙について気になる疑問を、わかりやすく解説します。

4 920272028 星空のかがく えびな　みつる∥絵と文 旬報社  440 /ｴ / 児童
星空を見上げたときや宇宙のニュースにふれたとき、子どもたちが最初
に疑問に思うことをとりあげ、わかりやすく紹介する。

5 920207321 科学まんが宇宙論 １ 地動説の冒険 えびな／みつる∥著 旬報社  440 /ｴ /1 児童
実際に外に出て見る星や星の動き、星座宮を見つける方法、さらに
流れ星を見る時の注意点などを紹介。

6 920207339 科学まんが宇宙論 ２ 赤い満月の秘密 えびな／みつる∥著 旬報社  440 /ｴ /2 児童
夕方の月の形と位置、ふたつの日食の謎、潮干狩りに行ってお月様
に感謝など、月と地球と太陽の不思議な関係を、まんがで学んでい
く。

7 920207347 科学まんが宇宙論 ３ ニュートン・アインシュタイン号の大航海 えびな／みつる∥著 旬報社  440 /ｴ /3 児童
太陽、惑星、彗星、星雲や銀河、ビッグバンなど、星空から宇宙につ
いてをマンガで学んでいく。

8 920339652 星と星座のふしぎえほん 大藪　健一∥文 ＰＨＰ研究所  440 /ｵ / 児童
季節ごとのおもな星座とその伝説、太陽系の惑星の特徴、惑星の動
きのふしぎ、星までの距離や明るさの表し方などを紹介。

9 920204492 最先端科学がときあかす宇宙 国司／真∥文 旺文社  440 /ｸ / 書庫
星の誕生と成長、太陽系のナゾなど、宇宙のひみつを、最新の理論
や豊富な写真、イラストとともに紹介。

10 921023230 天文学 きらめく世界！ ダン・グリーン∥文
玉川大学出版
部

 440 /ｸﾞ / 児童
天体から宇宙そのものまでをあつかう学問、天文学に登場する項目
をキャラクター化して紹介する。

11 920184686 宇宙の不思議がわかる！ 甲谷／保和∥著 実業之日本社  440 /ｺ / 児童
太陽系、恒星、銀河系、宇宙のなりたち、人類と宇宙開発をめぐる、
さまざまな不思議を写真やイラストとともにわかりやすく解説する。

12 920005014 すごい！ふしぎだな？ 星と宇宙大図鑑 世界文化社  440 /ｽ / 書庫

13 920322971 天文キャラクター図鑑 宇宙の不思議がまるごとよくわかる！  440 /ﾃ / 児童
宇宙に存在する天体やその地形・現象などをキャラクター化。それぞ
れどんなものなのか、どのような特色があるのかを紹介する。

14 920223807 天体（地球・月　太陽・星の動き）がわかる 小学館  440 /ﾃ / 児童
地球・月・太陽・星の動き等天体についてドラえもんがわかりやすく楽
しくまんがで解説。

15 920297355 星は友だち！はじめよう星空観察
双眼鏡でも楽しめる！初心者のためのやさしい天
体ガイド

永田　美絵∥著 ＮＨＫ出版  440 /ﾅ / 児童
街の夜空での星の探し方や、アウトドアでの星空観察、プラネタリウム
の楽しみ方などを紹介。

16 920222064 星と宇宙のふしぎ１０９ プラネタリウム解説員が答える天文のなぜ 永田／美絵∥著 偕成社  440 /ﾅ / 児童
星や宇宙に関する109個の疑問に回答。美しい天文写真も豊富に
収録。

17 920186590 なるほどナットク“自然現象” １ 日食・月食・オーロラ 太陽・月・地球の現象 渡部／潤一∥監修 学研  440 /ﾅ /1 児童
日食、月食、オーロラなどの太陽・月・地球に関する現象を取り上げ
る。

18 920186251 なるほどナットク“自然現象” ２ 彗星・惑星・星の誕生 星・宇宙の現象 渡部／潤一∥監修 学研  440 /ﾅ /2 児童
彗星、流星雨、銀河、星の一生などの星と宇宙に関する現象を取り
上げる。

19 920286051 星ごよみ 星座と宇宙の観察図鑑 林　完次∥写真　文 山川出版社  440 /ﾊ / 児童
星にはどんな種類があるのか、季節ごとにどんな星座がみられるのか
を、美しい天体写真とともに紹介します。

所蔵館： 菰野町図書館 月や星
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20 921028619 秘密指令　月をめざせ！ 天体の話 縣／秀彦∥監修 数研出版  440 /ﾋ / 児童
太陽、月、星など天体について学びます。楽しい物語で、自然に知
識が身につく学習読み物。

21 920249786 ビジュアル宇宙をさぐる！ １ 星空の観測 渡部／潤一∥監修 ポプラ社  440 /ﾋﾞ /1 児童
星座早見や望遠鏡の使い方といった天体観測の基礎知識をはじ
め、太陽・星空の観測方法、ハッブル宇宙望遠鏡などを取り上げる。

22 920249794 ビジュアル宇宙をさぐる！ ２ 太陽と惑星 渡部／潤一∥監修 ポプラ社  440 /ﾋﾞ /2 児童
太陽の正体、太陽系の惑星と惑星探査、太陽系外縁天体などを
取り上げる。

23 920249802 ビジュアル宇宙をさぐる！ ３ 星の誕生と最期 渡部／潤一∥監修 ポプラ社  440 /ﾋﾞ /3 児童 星の種類、星の誕生と最期、太陽系外惑星などを取り上げる。

24 920249810 ビジュアル宇宙をさぐる！ ４ 銀河と宇宙の広がり 渡部／潤一∥監修 ポプラ社  440 /ﾋﾞ /4 児童
銀河系の誕生とつくり、さまざまな銀河、宇宙に関する最新研究など
を取り上げる。

25 920249828 ビジュアル宇宙をさぐる！ ５ これからの宇宙開発 渡部／潤一∥監修 ポプラ社  440 /ﾋﾞ /5 児童
宇宙観測の最新技術、宇宙開発の歴史、JAXA筑波宇宙セン
ター、地球外生命体の探索などを取り上げる。

26 920216215 宇宙図鑑 藤井／旭∥写真・文 ポプラ社  440 /ﾌ / 児童
豊富なカラーイラストや写真を交え、身近な太陽系から宇宙の果てま
でのさまざまな話題を通してわかりやすく紹介。

27 920202637 ようこそ宇宙の研究室へ すばる望遠鏡が明かす宇宙のなぞ 布施／哲治∥著 くもん出版  440 /ﾌ / 書庫 太陽系や夜空にかがやく星たちについて説明する。

28 920214699 教えて！２１世紀星空探検隊 １ 宇宙探検 そこが知りたい！宇宙の秘密 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /1 児童
天の川、銀河系、ブラックホール、宇宙の構造などを紹介し、宇宙の
秘密に迫る。

29 920269271 やさしい天体かんさつ １０ すい星・流れ星 藤井　旭∥〔著〕 金の星社  440 /ﾌ /10 児童

30 920214780 教えて！２１世紀星空探検隊 １０ 星空ウォッチング 肉眼でも双眼鏡でも楽しめる！ 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /10 児童 星の観察方法や、天体望遠鏡の使い方を解説する。

31 920214707 教えて！２１世紀星空探検隊 ２ 星の一生 解き明かされる星ぼしの謎 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /2 児童 星の一生を解説し、星ぼしの謎を解き明かす。

32 920214715 教えて！２１世紀星空探検隊 ３ 太陽系百科 地球の仲間たち完全ガイド 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /3 児童 太陽系についてくわしく解説する。

33 920214723 教えて！２１世紀星空探検隊 ４ 太陽の科学 ここまでわかった太陽の姿 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /4 児童 太陽の熱と光はどのように生み出されるのか、その謎をさぐる。

34 920214731 教えて！２１世紀星空探検隊 ５ 月・大解剖 知ってて知らない身近な星 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /5 児童 意外と知らない事も多い月について解説する。

35 920214749 教えて！２１世紀星空探検隊 ６ 彗星大接近 彗星はどこからやってくる？ 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /6 児童 彗星のふしぎについて調べる。

36 920214756 教えて！２１世紀星空探検隊 ７ 流星・隕石 宇宙からのメッセージを調べよう 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /7 児童 流星や隕石にかくされた宇宙からのメッセージを調べる。

37 920214764 教えて！２１世紀星空探検隊 ８ 春・夏星座図鑑 もっと知りたい春・夏の星座 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /8 児童 春と夏の星座について解説する。

38 920214772 教えて！２１世紀星空探検隊 ９ 秋・冬星座図鑑 もっと知りたい秋・冬の星座 藤井／旭∥著 偕成社  440 /ﾌ /9 児童 秋と冬の星座について解説する。

39 920286648 １００の知識星の科学 スー　ベックレイク∥著 文研出版  440 /ﾍﾞ / 児童 星の科学に関する100の知識を写真とイラストで紹介。

40 920285376 星・星座のクイズ図鑑 学研教育出版  440 /ﾎ / 児童
四季の星座、太陽系、恒星と銀河、宇宙開発に関する知識が楽し
みながら身に付く、全100問の3択クイズを収録。
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41 920145505 宇宙の旅 太陽系・銀河系をゆく 的川／泰宣∥著 誠文堂新光社  440 /ﾏ / 書庫
太陽系と銀河の世界、ブラックホールの秘密や星の誕生の様子など
を、リアルで美しいイラストとともにわかりやすく解説。

42 920188844 宇宙のひみつがわかるえほん ３ なぜ、星は光っているの？ 的川／泰宣∥文 ポプラ社  440 /ﾏ /3 児童
星の光はどうやって地球にとどいているの? 明るい星と暗い星の違いは
なに? 宇宙のひみつを写真と絵で楽しく解説する。

43 920188869 宇宙のひみつがわかるえほん ５ わたしたちは、星からうまれたの？ 的川／泰宣∥文 ポプラ社  440 /ﾏ /5 児童
人間をはじめとするたくさんの生命は、どうやって地球にうまれてきたの
か?宇宙のひみつを写真と絵で楽しく解説する。

44 920188877 宇宙のひみつがわかるえほん ６ 宇宙なぜなぜＱ＆Ａ 的川／泰宣∥文 ポプラ社  440 /ﾏ /6 児童
ブラックホールってなに? なぜ空は青いの? 宇宙服ってどうなってるの?
宇宙のひみつを写真と絵で楽しく解説する。

45 920311917 ５０００億の銀河と７００垓の星をもつ宇宙 天の川からブラックホールまで！ ポール　ロケット∥文
玉川大学出版
部

 440 /ﾛ / 児童
「天の川銀河は132億歳」「5億人が人類初の月面着陸をテレビでみ
た」など、さまざまな“数”から宇宙の秘密に迫る。

46 920285400 観察して楽しむ天体入門 星の動きや見かたを知ろう 沼澤　茂美∥著 誠文堂新光社  442 /ﾇ / 児童
月と太陽、日食と月食、惑星、彗星と流星群、星座と星の観察の
仕方を、多数の美しい写真とともに紹介。

47 920171014 あの星はなにに見える？ 地球のカタチ 出雲／晶子∥著 白水社  443 /ｲ / 児童
星や月、太陽から、私たちは時間や方角を知り、季節を判
断する。願いをかけたり、七夕などの物語を紡いできた。

48 920150133 星座 石川／勝也∥著 メイツ出版  443 /ｲ / 書庫
日本で見られるすべての星座を、四季ごとに、美しい写真
で収録。(書庫)

49 920216801 すぐにさがせる！光る星座図鑑 えびな／みつる∥絵と文 旬報社  443 /ｴ / 児童
星座を形作っている星がどのように配置されているかを暗
闇で光るインクを使って示す。

50 920285392 星座の伝説大図鑑 夜空が楽しくなる 東　ゆみこ∥監修 ＰＨＰ研究所  443 /ｾ / 児童
おもにギリシア神話にまつわる星座の伝説を、リアリ
ティーあるイラストとともに紹介します。

51 920185790 星と星座の伝説 春 瀬川／昌男∥著 小峰書店  443 /ｾ / 児童
日本で見られる春の星座にまつわる伝説や神話を、小学3・
4年生向けにかみくだき、美しい挿絵をつけて紹介。

52 920185808 星と星座の伝説 夏 瀬川／昌男∥著 小峰書店  443 /ｾ / 児童
日本で見られる夏の星座にまつわる伝説や神話を、小学3・
4年生向けにかみくだき、美しい挿絵をつけて紹介。

53 920019759 夏の星座ものがたり たのしい星座ものがたり 瀬川／昌男∥著 小峰書店  443 /ｾ / 書庫

54 920324233 １２星座とギリシャ神話の絵本 沼澤　茂美∥作 あすなろ書房  443 /ﾇ / 児童
星座をみつけるコツから、夜空に秘められた伝説まで、豊
富なイラストとともに紹介します。

55 920296878 星座神話と星空観察
星を探すコツがかんたんにわかる
星になった神々の物語

沼澤　茂美∥著 誠文堂新光社  443 /ﾇ / 児童
星座の神話や物語を、天体写真や星座絵、イラストととも
にわかりやすく紹介。星座の探し方も説明します。

56 920145513 星座と星座神話 星空観察がグッと楽しくなる 沼澤／茂美∥著 誠文堂新光社  443 /ﾇ / 書庫
星座を四季別に取り上げ、星座にまつわるギリシャ神話を
中心に、観測できる惑星などを写真とイラストで紹介。

57 920333432 よむプラネタリウム春の星空案内 野崎　洋子∥文 アリス館  443 /ﾉ / 児童
北斗七星の柄から、オレンジ色の星アルクトゥルス、白い
色の星スピカへと続くカーブを春の大曲線といいます-。

58 920329380 よむプラネタリウム冬の星空案内 野崎　洋子∥文 アリス館  443 /ﾉ / 児童
冬の星空にはいろいろな図形が描けます。シリウスとベテ
ルギウスとプロキオンをつなぐと、冬の大三角形に-。

59 920326907 よむプラネタリウム秋の星空案内 野崎　洋子∥文 アリス館  443 /ﾉ / 児童
秋の星空の目印は四角形。空の高いところで、ざぶとんの
ような四角形をさがしましょう-。

60 920322989 よむプラネタリウム夏の星空案内 野崎　洋子∥文 アリス館  443 /ﾉ / 児童
夏の星空のめじるしは、空高くかがやく、明るい3つの星で
す。これらは「夏の大三角」といいます…。

61 920285350 １等星図鑑 全２１個の特徴がすべてわかる 藤井　旭∥著 誠文堂新光社  443 /ﾌ / 児童
ネオンや外灯などで夜空が明るい市街地でもよくわかる1等
星。21個の1等星を解説します。
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62 920131067 星雲星団をみよう 藤井／旭∥著 あかね書房  443 /ﾌ / 児童

63 920005030 秋・冬の星座 藤井／旭∥著 岩崎書店  443 /ﾌ / 書庫

64 920005022 春・夏の星座 藤井／旭∥著 岩崎書店  443 /ﾌ / 書庫

65 920131075 星座をさがそう 科学のアルバム 藤井／旭∥著 あかね書房  443 /ﾌ / 児童

66 920131083 星の一生 科学のアルバム 藤井／旭∥著 あかね書房  443 /ﾌ / 児童

67 920266244 星空の大研究 １
星座の神話から観察まで
星座の神話を探る

藤井　旭∥著 岩崎書店  443 /ﾌ /1 児童
ギリシャ神話の主な星座物語を名画や彫刻とともに紹介。
星座の世界がどのようにしてできあがったのかを解説。

68 920266251 星空の大研究 ２
星座の神話から観察まで
天体について知る

藤井　旭∥著 岩崎書店  443 /ﾌ /2 児童
夜空に見える天体の正体と宇宙の構造について解説すると
ともに、天体観察の目標となる各天体のヒントを紹介。

69 920285368 星空の大研究 ３
星座の神話から観察まで
季節の星座を観る 春・夏

藤井　旭∥著 岩崎書店  443 /ﾌ /3 児童

春と夏にみることができる代表的な星座について、みえる
時間や方角、さがし方のコツなどの解説のほか、星座や星
の伝説、古くからの日本でのよび方などについても紹介す
る。

70 920266269 星空の大研究 ４
星座の神話から観察まで
季節の星座を観る 秋・冬

藤井　旭∥著 岩崎書店  443 /ﾌ /4 児童
秋と冬にみることができる代表的な星座について、みえる
時間や方角、さがし方のコツなどをくわしく解説。星座や
星の伝説、古くからの日本でのよび方なども紹介する。

71 921005674 星と星座 持って歩けるＰＯＣＫＥＴＷＯＮＤＡ ポプラ社  443 /ﾎ / 児童

72 920285384 星と星座をみつけよう 森　雅之∥著 誠文堂新光社  443 /ﾓ / 児童
星座のつなぎかたや星のみつけかたを、手描きのイラスト
でわかりやすく解説します。

73 920248853 太陽のかがく えびな／みつる∥絵と文 旬報社  444 /ｴ / 児童
太陽の本当の姿と、金環日食、オーロラといった不思議な現象を、科
学的・天文学的な見方を交えてわかりやすく紹介する。

74 920067691 こども宇宙・天文新聞 世界文化社  444 /ｺ / 書庫
太陽系・星座・宇宙開発の3分野。宇宙の知識が身につくクイズや、
宇宙科学の進歩に尽くした偉人の紹介などを多数収録する。

75 920023223 太陽のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研  444 /ﾀ / 書庫

76 920329976 太陽系のふしぎ１０９ プラネタリウム解説員が答える身近な宇宙のなぜ 永田　美絵∥著 偕成社  444 /ﾅ / 児童
太陽系に関する109個の疑問を取り上げ、美しい写真とともにわかり
やすく解説します。

77 920131091 太陽のふしぎ 藤井／旭∥著 あかね書房  444 /ﾌ / 児童

78 920164969 なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 科学の進歩は宇宙の当たり前をかえていく 布施／哲治∥著 くもん出版  445 /ﾌ / 児童
2006年の夏、惑星ではなくなっためい王星。めい王星が惑星から新し
い準惑星というグループになったできごとをわかりやすく説明します。

79 920131117 惑星の探検 藤井／旭∥著 あかね書房  445 /ﾌ / 児童

80 920023199 わく星たんけん 藤井／旭∥著 ポプラ社  445 /ﾌ / 児童

81 920131109 惑星をみよう 藤井／旭∥著 あかね書房  445 /ﾌ / 児童
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82 920248861 太陽系・惑星科学 渡部／潤一∥著 大日本図書  445 /ﾜ / 児童
太陽の構造や活動と、太陽系に属する惑星の概要を、多数のイラス
トや写真を交えて紹介。

83 920284650 月のふしぎえほん 大藪　健一∥文 ＰＨＰ研究所  446 /ｵ / 児童
110℃の昼が15日続いて、-170℃の夜が15日続く…。月の模様や、
月の世界、月の動き、みちかけのしくみなどを紹介

84 920256997 月の満ちかけ絵本 大枝／史郎∥文 あすなろ書房  446 /ｵ / 児童
新月から明けの三日月までの月の満ちかけの仕組みを紹介。月と宇
宙の豆知識も教えます。

85 920366754 月のサイエンス
藤子　Ｆ　不二雄∥キャラ
クター原作

小学館  446 /ﾂ / 児童
ドラえもんたちの冒険まんがを通してわかりやすく紹介する。読み物記
事も豊富に収録し、調べ学習にも最適。見返しに解説あり。

86 920300217 げっしょく 中西　昭雄∥写真 旬報社  446 /ﾅ / 児童
太陽・地球・月が一直線に並んだときに起きる皆既月食。でも満月
のたびに起きるわけではありません。

87 920131125 月をみよう 藤井／旭∥著 あかね書房  446 /ﾌ / 児童

88 920349057 もしも月でくらしたら 山本　省三∥作 ＷＡＶＥ出版  446 /ﾔ / 児童
そう遠くない未来に、月には宇宙基地ができて、人間が生活するよう
になるらしい。でも、月で暮らしたら、空気や水や食べものはどうなる
の?

89 920276995 いちばんわかりやすい彗星のひみつ 縣　秀彦∥著
幻冬舎エデュ
ケーション

 447 /ｱ / 児童
彗星と小惑星の違い、彗星のふるさと、個性あふれる魅力的な彗星
たちなど、彗星のひみつを読み解き、宇宙の謎に迫ります。

90 920131141 流れ星・隕石 藤井／旭∥著 あかね書房  447 /ﾌ / 児童

91 920131133 彗星 ほうき星のひみつ 藤井／旭∥著 あかね書房  447 /ﾌ / 児童

92 920023181 すい星のふしぎ 藤井／旭∥著 ポプラ社  447 /ﾌ / 書庫

93 920251154 こども大図鑑宇宙 キャロル・ストット∥著 河出書房新社 G 440 /ｽ / 児童
宇宙のはじまりから、星の一生、惑星や隕石、人工衛星、国際宇宙
ステーションまで、宇宙のあらゆる謎を54のトピックで解き明かす。

94 920242955 ヒラメキ公認ガイドブックようこそ宇宙へ キャロル・ストット∥文 化学同人 G 440 /ｽ / 児童
宇宙の事実と、天文学者・宇宙飛行士について、ヒラメキ君といっしょ
に探検しながら学べる本。

95 920195195 黒い太陽のおはなし 日食の科学と神話 寮／美千子∥文 小学館 G 444 /ﾘ / 児童
「日食」が起こる科学的な仕組みを説明するほか、日食を題材に創
られた日本、アイヌ、インドの神話を紹介。

96 920103850 イジーとノーバートの惑星探検 リチャード・プラット∥文 丸善 G 445 /ﾌﾞ / 児童
宇宙に生き物はいるのでしょうか。イジーが集めた写真の謎はとけるで
しょうか。宇宙の不思議を楽しく、わかりやすく解説。

97 920368420 月のみちかけ 月のかたちが変わるしくみがわかる 藤井　旭∥監修　写真 ほるぷ出版 G 446 /ﾂ / 児童
月によって起こる現象のしくみを、豊富で美しい写真とイラストでわかり
やすく解説するシリーズ。

98 920363439 月のかたち 毎日変わり続ける月のようすがわかる 藤井　旭∥監修　写真 ほるぷ出版 G 446 /ﾂ / 児童
南の空で、いちばん高く上がったときの月のようすを、満月から次の満
月までの約1か月間、写真で観察する。

99 920313756 星と星座のふしぎ 親子で読みたい！知りたい！学びたい！ 荒舩　良孝∥著 すばる舎 J 440 /ｱ / 児童
星や星座のなりたちから、彗星と流れ星の違い、有名なギリシャ神話
とちょっと変わった世界各地の伝説まで解説。

100 920290079 これならわかる！科学の基礎のキソ　宇宙 縣　秀彦∥監修 丸善出版 J 440 /ｺ / 児童
月の出入りと満ち欠け、太陽の活動、星の色と明るさなど、「月」「太
陽系」「宇宙の構造」の基礎を取り上げる。

101 920218088 天文マニア養成マニュアル 未来の天文学者へ送る先生からのエール 福江／純∥編 恒星社厚生閣 J 440 /ﾃ / 児童
身近な天体現象から最新の天文学の成果まで、できるだけ日常生
活とのつながりを保ちながら系統的に紹介。

102 920165305 宇宙はきらめく カラー版 野本／陽代∥著 岩波書店 J 440 /ﾉ / 児童
天文衛星やハワイ・マウナケア山上などに建設された望遠鏡が撮っ
た、きらめく宇宙の姿を約120点の美しい写真で紹介する。
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103 920274560 星の声に、耳をすませて １５歳の寺子屋 林　完次∥著 講談社 J 440 /ﾊ / 児童
どんな都市の上にも、星空は広がっています。夜空を見上げて、星と
対話してみませんか?

104 920289782 新しい宇宙のひみつＱ＆Ａ 的川　泰宣∥著 朝日新聞出版 J 440 /ﾏ / 児童
月の裏側はどうなっている? 子どもたちが抱く疑問に、JAXA名誉教
授・的川泰宣が答えます。

105 920217403 よくわかる宇宙と地球のすがた 国立天文台∥編 丸善 J 440 /ﾖ / 児童
「宇宙」と「地球」にまつわる疑問や謎を豊富なイラストや写真とともに
解説。

106 920329612 宇宙のつくり方 ベン　ギリランド∥著 丸善出版 J 443 /ｷﾞ / 児童
物質から星や銀河や私たちをつくり出す反応はどのような
物理法則によっているのかをカラー図版で解説する。

107 920188083 天の川銀河の地図をえがく 郷田／直輝∥著 旬報社 J 443 /ｺﾞ / 児童
星までの正確な距離を求め、天の川の立体地図をえがく挑
戦から宇宙の謎に迫ります。

108 920075124 宇宙 学研 R 440 / / 児童
宇宙の謎をとこうと地球の外へとび出した。次第に明らかになってきた
宇宙の姿を多角的に捉える図鑑。

109 920107604 星・星座 学研 R 443 /ﾎ / 児童
天体観測の方法を、季節の星座を中心に、その物語や写
真、絵画その星座にある代表的な天体などをおりまぜ紹
介。
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