
区分 № 書　　　　　　　名 出版者 出版年

1 Ｅ いわ ロケット発射場の一日 いわた　慎二郎　作・絵 講談社 2017

2 E えび ほしにむすばれて 谷川　俊太郎　文 えびな　みつる　絵 文研出版 2009

3 E たる 月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベルイ　作 ひしき　あきらこ　やく たるいし　まこ　え 福音館書店 1996

4 E みや ワニくんのふしぎなよる みやざき　ひろかず　さく・え ＢＬ出版 2002

5 E わた ぽんぽん山の月 あまん　きみこ　文 渡辺　洋二　絵 文研出版 1985

6 E エリ パパが宇宙をみせてくれた ウルフ・スタルク　作 エヴァ・エリクソン　絵 ひしき　あきらこ　訳 ＢＬ出版 2000

7 E カー パパ、お月さまとって！ エリック＝カール　さく もり　ひさし　やく 偕成社 1986

8 E キー ルイのうちゅうりょこう エズラ・ジャック・キーツ　作 田村　恵子　訳 偕成社 2014

9 E クー 北の魔女ロウヒ バーバラ・クーニー　絵 トニ・デ・ゲレツ　原文 さくま　ゆみこ　編訳 あすなろ書房 2003

10 E ロー 星どろぼう アンドレア・ディノト　ぶん アーノルド・ローベル　え やぎた　よしこ　やく ほるぷ出版 2011

11 EK あん 天動説の絵本 安野　光雅　著 福音館書店 1979

12 EK やま もしも宇宙でくらしたら 山本　省三　作 ＷＡＶＥ出版 2013

13 EK カラ ちきゅう Ｇ．ブライアン・カラス　さく・え 庄司　太一　やく 偕成社 2007

14 EK クラ 空のひしゃく北斗七星 Ｅ．Ｃ．クラップ　文 ロビン・レクター・クラップ　絵 藤田　千枝　訳 岩波書店 1993

15 EK シエ 夜空をみあげよう 松村　由利子　文 ジョン・シェリー　絵 福音館書店 2016

16 EK シス 星の使者 ピーター・シス　文・絵 原田　勝　訳　 徳間書店 1997

17 EK バン わたしのひかり モリー・バング　作 さくま　ゆみこ　訳 評論社 2011

18 EM あか 日本の神話　第２巻 赤羽　末吉　絵 舟崎　克彦　文 あかね書房 1995

19 EM あき 太陽と月になった兄弟 秋野　靭子　再話・絵 福音館書店 1994

20 EM おの 巨人グミヤーと太陽と月 君島　久子　文 小野　かおる　絵 岩波書店 2000

21 EM つか 火をぬすむ犬 松谷　みよ子　文 司　修　絵 太平出版社 2000

22 EM マク 太陽へとぶ矢 ジェラルド・マクダーモット　さく じんぐう　てるお　やく ほるぷ出版 1978

23 EM ワイ きたかぜとたいよう ラ・フォンテーヌ　ぶん ブライアン・ワイルドスミス　え わたなべ　しげお　やく　 らくだ出版 1987

24 281 あ 月のえくぼを見た男 鹿毛　敏夫　著 関屋　敏隆　画 くもん出版 2008

25 420 よ よくわかる重力と宇宙 ＰＨＰ研究所 2017

26 440 え 太陽のかがく えびな　みつる　絵と文 中西　昭雄　写真　 旬報社 2012

27 440 お 月の満ちかけ絵本 大枝　史郎　文 佐藤　みき　絵 あすなろ書房 2012
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宇宙の日(９月１２日）にちなみ、宇宙や天文に関する本を集めました。

展示している本プラスアルファ No.３５２ （２０１７．９）

５－Daysこども図書館
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宇宙のふしぎ
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宇宙のふしぎ
28 440 き 発見！？宇宙生物 北村　雄一　著 汐文社 2015

29 440 こ こども天文検定　１～３ こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 2009

30 440 さ さがせ！宇宙の生命探査大百科 偕成社 2016

31 440 な 太陽系のふしぎ１０９ 永田　美絵　著 八板　康麿ほか　写真 偕成社 2016

32 440 な 星と宇宙のふしぎ１０９ 永田　美絵　著 八板　康麿　写真 偕成社 2010

33 440 ぬ 星座神話と星空観察 沼澤　茂美　著 脇屋　奈々代　著　 誠文堂新光社 2015

34 440 ふ なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施　哲治　著 くもん出版 2007

35 440 み 宇宙の地図 観山　正見　著 小久保　英一郎　著　 朝日新聞出版 2011

36 440 ろ ５０００億の銀河と７００垓の星をもつ宇宙 ポール・ロケット　文 藤田　千枝　訳 玉川大学出版部 2015

37 530 う 宇宙探検えほん 小学館 2013

38 530 う これならわかる！クイズ式宇宙ガイドブック 宇宙航空研究開発機構　編 今人舎 2013

39 530 お 大解明！！宇宙飛行士　ＶＯＬ．１～３ 岡田　茂　著 汐文社 2013

40 530 さ 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人　作 新日本出版社 2016

41 530 し 世界がおどろいた！のりものテクノロジー　３ トム・ジャクソン　文 ほるぷ出版 2016

42 530 の 宇宙においでよ！ 野口　聡一　著 林　公代　文 植田　知成　イラスト 講談社 2008

43 530 ひ 宇宙おもしろ実験図鑑 ＰＨＰ研究所　編 宇宙航空研究開発機構　協力 ＰＨＰ研究所 2012

44 530 ま 月へ行きたい 松岡　徹　文・絵 福音館書店 2014

45 530 む 宇宙を仕事にしよう！ 村沢　譲　著 河出書房新社 2016

46 540 し 探査するロボット デイビッド・ジェフリス　著 ほるぷ出版 2008

47 911 ま 宇宙はよぶ まど　みちお　著 長　新太  絵 理論社 1997

48 913 あ 月へ行くはしご 安房　直子　作 奈良坂　智子　絵 旺文社 1991

49 913 う 精霊の木 上橋　菜穂子　作 二木　真希子　絵 偕成社 2004

50 913 お 星モグラサンジの伝説 岡田　淳　作 理論社 1990

51 913 さ 宇宙からきたかんづめ 佐藤　さとる　作 岡本　順　絵 ゴブリン書房 2011

52 913 み 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治　作 岩波書店 2000

53 913 よ 星空へようこそ 横山　充男　作 えびな　みつる　絵 文研出版 2008

54 923 し 月からきたトウヤーヤ 蕭　甘牛　作 君島　久子　訳 岩波書店 2017

55 933 う 宇宙戦争 Ｈ．Ｇ．ウェルズ　作 雨沢　泰　訳 偕成社 2005

56 933 こ 宇宙人が来た！ ゲイル・ゴーティエ　作 ないとう　ふみこ　訳 土屋　富士夫　絵 徳間書店 2000

57 933 し 星空から来た犬 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　著 原島　文世　訳 佐竹　美保　絵 早川書房 2004

58 933 ほ 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング　作 スティーヴン・ホーキング　作 さくま　ゆみこ　訳 岩崎書店 2008

59 949 あ 絵のない絵本 Ｈ・Ｃ・アンデルセン　作 大塚　勇三　訳 イブ・スパング・オルセン　画　 福音館書店 1992

60 953 さ 星の王子さま サン＝テグジュペリ　作 内藤　濯　訳 岩波書店 2000
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休館日 ： ９/４(月)、９/９(土)～９/１５（金）特別整理期間、９/１９（火）、９/２５(月)、９/２６（火）、９/２９（金）


