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請求記
号

タイトル 著者表示 出版者 資料ＩＤ

1 440 ｱ 大人でも答えられない！宇宙のしつもん 荒舩良孝著 すばる舎 1500719420

2 440 ﾇ
ハッブル宇宙望遠鏡によるビジュアル宇宙
図鑑－詳細画像でわかる宇宙の姿－

沼澤茂美著　脇屋
奈々代著

誠文堂新光社 1500657810

3 440 ﾌ 宇宙図鑑 藤井旭写真・文 ポプラ社 2500235813

4 440 ﾏ
宇宙の本！－宇宙兄弟ｐｒｅｓｅｎｔｓ－宇宙開
発の歴史編（Ｇａｋｋｅｎ　Ｍｏｏｋ）　ムッタとヒ
ビトも胸を躍らせた、熱きチャ

的川泰宣監修
学研パブリッシ
ング

1500684269

5 440 ﾜ
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！－

渡部潤一監修　い
とうみつるイラスト

日本図書セン
ター

2500304361

6 440.87 ﾐ 宇宙の地図－２０１３．１．１－１２：００－
観山正見著　小久
保英一郎著

朝日新聞出版 1500673783

7 442 ﾇ
見てわかる写真で楽しむ天体ショーＳｐｅｃｉａｌ
Ｇｕｉｄｅ－流星群、日食、月食、彗星他－（Ｓ
ＥＩＢＩＤＯ　ＭＯＯＫ）

沼澤茂美著　脇屋
奈々代著

成美堂出版 1500696446

8 443 ｶ かこさとし・ほしのほん　２　なつのほし かこさとし著 偕成社 2500050212

9 443 ｺ 春・夏の星座（講談社パノラマ図鑑　１５）
小林悦子文　藤井
旭写真

講談社 2500032004

10 443 ﾊ
夏の星座と星座物語（子ども星空ファンタ
ジー）

林完次著 フレーベル館 2500148636

11 443.8 ﾇ 四季の星座神話－美しい星座絵でたどる－
沼澤茂美著　脇屋
奈々代著

誠文堂新光社 1500711310

12 444 ｱ

名探偵コナン理科ファイル太陽と月の秘密
－テストに役立つ！授業の予習・復習に役
立つ－（小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡ
Ｎ

青山剛昌原作　ガ
リレオ工房監修　太
田勝まんが　窪田
一裕まんが

小学館 2500274333

13 444 ﾌ
月・太陽・惑星・彗星・流れ星の見かたがわ
かる本（藤井旭の天体観測入門）

藤井旭著 誠文堂新光社 1500615735

Ｈ３０年６月７月

ＹＡ展示 【宇宙･天文学】
展示期間：６月１日（金）～７月３１日（火）
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14 445 ｽ 太陽系惑星－最新画像のすべて－
ジャイルズ・スパロ
ウ著　桃井緑美子
訳

河出書房新社 1500726888

15 445 ﾑ 惑星のきほん－ＰＬＡＮＥＴＳ　ＧＵＩＤＥ－
室井恭子著　水谷
有宏著

誠文堂新光社 1500626161

16 445.3 ｽ
火星－最新画像で見る「赤い惑星」のすべて
－

ジャイルズ・スパロ
ウ著　日暮雅通訳

河出書房新社 1500726896

17 446 ﾌ 1 月をみよう（科学のアルバム　天文・地学１） 藤井旭著 あかね書房 2500198730

18 538 ｲ
帰ってきた「はやぶさ」－小惑星探査機７年
６０億キロの旅－

今泉耕介作　ハイ
ロン画

ハート出版 2500266693

19 538 ｲ
ＮＡＳＡ超常ファイル－地球外生命からの挑
戦状－（小学館ジュニア文庫　ジい－６－３）

伊豆平成著　山浦
聡イラスト

小学館 2500308545

20 538 ｳ
宇宙探検えほん（小学館の図鑑ＮＥＯの科
学絵本）

宇宙航空研究開発
機構監修協力

小学館 2500284191

21 538 ｻ 月はぼくらの宇宙港 佐伯和人作 新日本出版社 2500303702

22 538 ﾋﾟ
宇宙飛行士大図鑑－君もなれるかな？　装
備から歴史まで－

ＰＨＰ研究所編 ＰＨＰ研究所 2500242983

23 538 ﾌﾞ 5
宇宙たんけんたい　５　国際宇宙ステーショ
ン

フランクリン・Ｍ．ブ
ランリー文　的川泰
宣日本語版監修
神鳥統夫訳

小峰書店 2500198193

24 538 ﾔ
「はやぶさ」がとどけたタイムカプセル－７
年、６０億キロの旅－

山下美樹文　的川
泰宣監修

文溪堂 2500274044

25 538 ﾖ
おかえりなさいはやぶさ－２５９２日の宇宙
航海記－

吉川真監修 講談社 2500273459

26 538 ﾜ
宇宙への夢、力いっぱい！（ＰＨＰ心のノン
フィクション）

若田光一著　高橋
うらら著

ＰＨＰ研究所 2500298613

27 538 ﾜ
宇宙ステーションにかけた夢－日本初の有
人宇宙実験室「きぼう」ができるまで－（くも
んジュニアサイエンス）

渡辺英幸著　宇宙
航空研究開発機構
監修

くもん出版 2500242744

28 538.9 ｱ
「はやぶさ」からの贈り物－全記録・小惑星
イトカワの砂が明かす地球誕生の秘密－

朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 1500660244
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29 538.9 ｳ
宇宙への挑戦－スペーステクノロジーが人
類の未来を切り開く－（ニュートンムック）

ニュートンプレ
ス

1500208267

30 538.9 ｶ
はやぶさ、そうまでして君は－生みの親がは
じめて明かすプロジェクト秘話－

川口淳一郎著 宝島社 1500659386

31 538.9 ﾀ
探査機はやぶさ７年の全軌跡－世界初の快
挙を成し遂げた研究者たちのドラマ－
（ニュートンムック）

ニュートンプレ
ス

1500654254

32 538.9 ﾅ 宇宙生活への招待状 中富信夫著 ＴＯＴＯ出版 1500178817

33 538.9 ﾊ 宇宙飛行士の育て方 林公代著
日本経済新聞
出版社

1500656119

34 538.9 ﾐ 宇宙飛行士が答えた５００の質問
Ｒ・マイク・ミュレイ
ン著　金子浩訳

三田出版会 1500071137

35 538.9 ﾑ 向井千秋メダカと飛んだ１５日 読売新聞社編 読売新聞社 1500179161

36 538.9 ﾔ

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。
－

山根一眞著
マガジンハウ
ス

1500656127

37 538.9 ﾔ 夢をつなぐ－山崎直子の四〇八八日－ 山崎直子著 角川書店 1500662919

38 538.9 ﾜ
宇宙飛行－行ってみてわかったこと、伝えた
いこと－

若田光一著
日本実業出版
社

1500669104

39 538.93 ﾏ
しくみがわかる宇宙ロケット－打ち上げの基
礎から、「イプシロン」・「はやぶさ２」まで－
（大人のための科学入門）

的川泰宣著 誠文堂新光社 1500709108

40 538.93 ﾑ 世界一わかりやすいロケットのはなし 村沢譲著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1500709116

41 538.94 ｴ 宇宙との対話－ボイジャーの軌跡－
ＮＴＴサイエンス
フォーラム編

ＴＢＳブリタニカ 1500178890

42 538.95 ｺ
国際宇宙ステーションのすべて－世界１５カ
国が参加する“宇宙の実験室”の全貌に迫
る！！－（洋泉社ＭＯＯＫ）

洋泉社 1500701022

43 538.95 ﾜ
宇宙で過ごした１３７日－僕の「きぼう」滞在
記－

若田光一著　朝日
新聞取材班著

朝日新聞出版 1500645864


