
タ　イ　ト　ル 人　名 出　版　者 資 料 番 号

最新藤井旭の天体観測教室 藤井　旭／著 東京：誠文堂新光社 110829843

宇宙のはかり方 縣　秀彦／監修 東京：グラフィック社 110899515

地球のトリセツ 縣　秀彦／監修 東京：グラフィック社 110899523

天文学の図鑑 池田　圭一／著 東京：技術評論社 111714929

歩いてわかった地球のなぜ！？ 松本　穂高／著 東京：山川出版社 111789939

ふかふかウサギ 香山　彬子／作／画 東京：理論社 120003843

少年のブルース 那須　正幹／著 東京：偕成社 120005459

おうさまつきへいく メルセ・カンパニィ・ 東京：学研 120029012

たなばたものがたり 舟崎　克彦／文 東京：教育画劇 120044482

七人の宇宙から来たナナホシ星人 たかし　よいち／作 東京：理論社 120049697

地球というすてきな星 ジョン・バーニンガム／さく 東京：ほるぷ出版 120054630

天人女房 立原　えりか／文 東京：ポプラ社 120067210

いちごムースでいつもの元気 令丈　ヒロ子／作 東京：あかね書房 120068184

ぼくのいまいるところ かこ　さとし／著 東京：童心社 120074224

ライオンサファリの怪事件 高橋　克雄／作 東京：金の星社 120076302

アマチェム星のセーメ ロベルト・ピウミーニ／作 東京：汐文社 120076385

モマの火星探検記 毛利　衛／著 東京：講談社 120090188

月世界探険 エルジェ／作 東京：福音館書店 121144521

地球大探検 藤子・Ｆ・不二雄／著 東京：小学館 120092093

パパがやいたアップルパイ ローレン・トンプソン／文 東京：ほるぷ出版 120093026

地球と宇宙のひみつ
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地球と宇宙のおはなし チョン　チャンフン／文 東京：講談社 120098447

でっこりぼっこり 高畠　那生／作 東京：絵本館 120098496

宇宙の誕生 ルーシー・ホーキング／作 東京：岩崎書店 120101274

宇宙からきたかんづめ 佐藤　さとる／作 武蔵野：ゴブリン書房 120103338

いきているひかり モリー・バング／作 東京：評論社 120104799

宇宙探検えほん 宇宙航空研究開発機構／監修協力 東京：小学館 120109186

もしも宇宙でくらしたら 山本　省三／作 東京：ＷＡＶＥ出版 120109236

星と星座のふしぎえほん 大藪　健一／文 東京：ＰＨＰ研究所 120114665

ぼく、ちきゅうかんさつたい 松本　聰美／作 神戸：出版ワークス 120115373

ＵＦＯリンゴと宇宙ネコ エムナマエ／作 東京：あかね書房 120131842

宇宙人が来た！ ゲイル・ゴーティエ／作 東京：徳間書店 120206768

星の使者 ピーター・シス／文・絵 東京：徳間書店 120206990

よだかの星 宮沢　賢治／作 東京：講談社 120221163

アニモーフ　１ Ｋ．Ａ．アップルゲイト／著 東京：早川書房 120222831

宇宙怪獣ラモックス ロバート・ハインライン／作 東京：岩崎書店 120243944

宇宙のサバイバル戦争 トム・ゴドウィン／作 東京：岩崎書店 120243969

夢みる宇宙人 ジョン・Ｄ．マクドナルド／作 東京：岩崎書店 120243977

百万の太陽 福島　正実／作 東京：岩崎書店 120243993

つきとうばん 藤田　雅矢／作 東京：教育画劇 120245154

宇宙飛行士ビッグスの冒険 ネルソン・ボンド／作 東京：岩崎書店 120253398

2



タ　イ　ト　ル 人　名 出　版　者 資 料 番 号

木星のラッキー・スター ポール・フレンチ／作 東京：岩崎書店 120253406

宇宙の密航少年 Ｒ．Ｍ．イーラム／作 東京：岩崎書店 120253414

惑星オピカスに輝く聖火 ミルトン・レッサー／作 東京：岩崎書店 120253455

アルファＣの反乱 Ｒ．シルヴァーバーグ／作 東京：岩崎書店 120253471

宇宙のスカイラーク号 エドワード・Ｅ．スミス／作 東京：岩崎書店 120253513

栄光の宇宙パイロット ゲオルギー・グレーウィッチ／作 東京：岩崎書店 120253547

星からきた探偵 ハル・クレメント／作 東京：岩崎書店 120253562

星磨きウサギ 那須田　淳／作 東京：理論社 120255443

青い惑星のはなし アンドリ・スナイル・マグナソン／作 東京：学研 120255666

黒い太陽のおはなし 寮　美千子／文 東京：小学館 120264361

時間割のむこうがわ 小浜　ユリ／作 東京：ポプラ社 120265392

地球の大研究 束田　進也／監修 東京：ＰＨＰ研究所 120269865

星空へようこそ 横山　充男／作 東京：文研出版 120281423

わくわく海底探検 松井　孝典／文 東京：岩波書店 120281639

未来の地球へ出発 松井　孝典／文 東京：岩波書店 120284633

宇宙のむかしを見る 松井　孝典／文 東京：岩波書店 120284641

太陽系ひとめぐり 松井　孝典／文 東京：岩波書店 120284658

空のうえにはなにがある？ マイク・マニング／さく 東京：評論社 120284799

月のかがく えびな　みつる／絵と文 東京：旬報社 120305354
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宇宙の大常識 安延　尚文／文 東京：ポプラ社 120287016

地球をほる 川端　誠／作 神戸：ＢＬ出版 120306774

月の少年 沢木　耕太郎／作 東京：講談社 120319470

太陽のかがく えびな　みつる／絵と文 東京：旬報社 120320346

宇宙検定１００　１ 渡辺　勝巳／監修 東京：星の環会 120297924

宇宙検定１００　２ 渡辺　勝巳／監修 東京：星の環会 120297932

宇宙検定１００　３ 渡辺　勝巳／監修 東京：星の環会 120297940

宇宙検定１００　４ 渡辺　勝巳／監修 東京：星の環会 120297957

地球タイムズ あべ　弘士／文 東京：理論社 120324991

「希望」という名の船にのって 森下　一仁／著 武蔵野：ゴブリン書房 120325246

小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑 川口　淳一郎／監修 東京：偕成社 120326194

太陽系・惑星科学 渡部　潤一／著 東京：大日本図書 120326681

宇宙ランキング・データ大事典 布施　哲治／監修 東京：くもん出版 120326756

月の満ちかけ絵本 大枝　史郎／文 東京：あすなろ書房 120327192

地球・宇宙クイズ ワン・ステップ／編 東京：金の星社 120335344

星と星座 渡部　潤一／監修 東京：ポプラ社 120335609

いしのはなし ダイアナ・アストン／文 東京：ほるぷ出版 120338793

宇宙の生活大研究 渡辺　勝巳／監修 東京：ＰＨＰ研究所 120344262

地球 斎藤　靖二／監修 東京：ポプラ社 120348420

さんすううちゅうじんあらわる！ かわばた　ひろと／作 東京：講談社 120348834
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月へ行きたい 松岡　徹／文・絵 東京：福音館書店 120351598

月へ ブライアン・フロッカ／作　絵 東京：偕成社 120351911

親子で読もう地球の歴史 松井　孝典／文 東京：岩波書店 120352729

これならわかる！科学の基礎のキソ　宇宙 縣　秀彦／監修 東京：丸善出版 120353271

ルラルさんのぼうえんきょう いとう　ひろし／作 東京：ポプラ社 120356159

げっしょく 中西　昭雄／写真 東京：旬報社 120358148

僕は４６億歳。 豊田　充穂／作・絵 東京：学研教育出版 120359096

地球環境図鑑 デヴィッド・デ・ロスチャイルド／総監修 東京：ポプラ社 120364658

ジオパークへ行こう！ 林　信太郎／著 東京：小峰書店 120368121

マンモスアカデミー　１ ニール・レイトン／作 東京：小峰書店 120372586

マンモスアカデミー　２ ニール・レイトン／作 東京：小峰書店 120372594

マンモスアカデミー　３ ニール・レイトン／作 東京：小峰書店 120372602

宇宙の法則 ルーシー・ホーキング／作 東京：岩崎書店 120372313

１００年後の水を守る 橋本　淳司／著 東京：文研出版 120372792

星空キャンプ 村上　康成／作 東京：講談社 120372925

天文キャラクター図鑑 渡部　潤一／監修 東京：日本図書センター 120373352

絵本眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤　勝彦／作 東京：講談社 120374665

夢にめざめる世界 ロブ・ゴンサルヴェス／作 東京：ほるぷ出版 120374715

太陽系のふしぎ１０９ 永田　美絵／著 東京：偕成社 120377148

地球のあゆみえほん 山下　美樹／文 東京：ＰＨＰ研究所 120379326

アンダーアース・アンダーウォーター アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵 東京：徳間書店 120381199
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巨大隕石から地球を守れ 高橋　典嗣／著 東京：少年写真新聞社 120381272

月を知る！ 三品　隆司／構成・文 東京：岩崎書店 120383880

ロケット発射場の一日 いわた　慎二郎／作・絵 東京：講談社 120383955

「あかつき」一番星のなぞにせまれ！ 山下　美樹／文 東京：文溪堂 120384615

宇宙のふしぎ最前線！ 大須賀　健／著 東京：講談社 120385786

世界不思議地図 佐藤　健寿／著 東京：朝日新聞出版 120386131

よくわかる重力と宇宙 佐藤　勝彦／監修 東京：ＰＨＰ研究所 120386156

パティの宇宙日記 ジル・Ｐ＝ウォルシュ／作 東京：文研出版 121017941

まるいちきゅうのまるいちにち 安野　光雅／編 東京：童話屋 121028906

アンドロメダ特急 舟崎　克彦／作 東京：岩崎書店 121031413

宮沢賢治童話全集　１１ 宮沢　賢治／著 東京：岩崎書店 121041883

地球をかいにきたゾウ宇宙人 オカダ　ヨシエ／作 東京：岩崎書店 121056402

宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング／作 東京：岩崎書店 121115810

ラークライト フィリップ・リーヴ／著 東京：理論社 121116727

宇宙人のしゅくだい 小松　左京／著 東京：講談社 121123095

宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング／作 東京：岩崎書店 121124085

地球が動いた日 岸川　悦子／著 東京：新日本出版社 121125066

エイリアン ジム・パイプ／編 東京：ほるぷ出版 121131098

かぐやひめ 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 121141733

ガラスのエレベーター宇宙にとびだす ダール，ロアルド／作 東京：評論社 121142947
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