
請求記号 資料名 著者名 出版者

1 42 O6 14歳のための宇宙授業 佐治 晴夫／著 春秋社

2 44 L5 かこさとし・ほしのほん 4 かこ さとし／著 偕成社

3 44 O1 ガリレオと地動説 RICHARD PANCHYK／著 丸善

4 44 O4 新しい宇宙のひみつQ&A 的川 泰宣／著 朝日新聞出版

5 44 O8 月のかたち 藤井 旭／監修・写真 ほるぷ出版

6 44 O8 月の満ちかけをながめよう 森 雅之／イラスト 誠文堂新光社

7 44 O8 ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの？ 寺田 健太郎／作 大阪大学出版会

8 44 O8 惑星ってなあに？ 赤木 かん子／作 新樹社

9 44 P1 宇宙への扉をあけよう ルーシー・ホーキング／著 岩崎書店

10 44 P1 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？ 佐々木 貴教／著 岩波書店

11 440 21 O2 江戸の天文学 中村 士／監修 角川学芸出版

12 440 87 O1 宇宙の地図 観山 正見／著 朝日新聞出版

13 440 P2 JAXAの先生！宇宙のきほんを教えてください！ 中谷 一郎／著 ポプラ社

14 440 O2 宇宙の本！　宇宙開発の歴史編 的川 泰宣／監修 学研パブリッシング

15 440 O3 星の王子さまの天文ノート 縣 秀彦／監修 河出書房新社

16 440 O8 星と星座パーフェクトガイド 藤井 旭／著 誠文堂新光社

17 443 8 N5 冬の星座博物館 山田 卓／著 地人書館

18 443 O8 日本の星名事典 北尾 浩一／著 原書房

19 446 4 N9 月の地形ウオッチングガイド 白尾 元理／著 誠文堂新光社

20 538 O3 宇宙探検えほん 宇宙航空研究開発機構／監修協力 小学館

21 538 O4 星のかけらを採りにいく 矢野 創／著 岩波書店

22 748 O1 すごい夜空の見つけかた 林 完次／写真・文 草思社

「 」



請求記号 資料名 著者名 出版者

23 28 ｾｶ 星のこども ステファニー・ロス・シソン／作 小峰書店

24 28 ﾊﾐ 月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ／ぶん 評論社

25 289 ｶﾘ ガリレオ・ガリレイ ジェームズ・マクラクラン／著 大月書店

26 289 ﾀｶ 人はなぜ星を見上げるのか 高橋 真理子／著 新日本出版社

27 44 N8 １２の星のものがたり tupera tupera／さく ヴィレッジブックス

28 44 N8 星と星座の伝説　冬 瀬川 昌男／著 小峰書店

29 44 O9 世界をうごかした科学者たち　天文学者 ゲリー・ベイリー／文 ほるぷ出版

30 442 7 O1 デジタルカメラによる月の撮り方 月の撮り方研究会／編 誠文堂新光社

31 442 7 O2 デジタルカメラによる星空の撮り方 牛山 俊男／写真・文 誠文堂新光社

32 442 7 O7 天体写真の教科書 牛山 俊男／著 誠文堂新光社

33 442 7 O8 星空撮影の教科書 中西 昭雄／著 技術評論社

34 442 7 P2 都会で撮る星の軌跡の撮影術 紀平 拓男／著 技術評論社

35 442 N1 賢治の見た星空 藤井 旭／著 作品社

36 442 O9 日本の星空ツーリズム 縣 秀彦／編著 緑書房

37 443 8 O2 星座がもっと見たくなる 駒井 仁南子／著 誠文堂新光社

38 443 N7 星空を歩く本 藤井 旭／写真・文
インデックス・

コミュニケーションズ

39 446 O9 月と暮らす。 藤井 旭／著 誠文堂新光社

40 447 O3 今夜、流れ星を見るために 星空さんぽ編集部／編 誠文堂新光社

41 786 3 O8
子どもと一生の思い出をつくる

星空キャンプの教科書
G.B.



請求記号 資料名 著者名 出版者

42 404 O9 ことばにできない宇宙のふしぎ
エラ・フランシス・サン

ダース／著
創元社

43 44 O4 ぼくはうちゅうじん 中川 ひろたか／ぶん アリス館

44 44 O6 夜空をみあげよう 松村 由利子／文 福音館書店

45 44 O8 うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ／ぶん 福音館書店

46 44 P0 もしきみが月だったら ローラ・パーディ・サラス／文 光村教育図書

47 F1 ｱﾝ いちばん星のドレス あんびる やすこ／著 岩崎書店

48 F1 ｲｼ プラネタリウムのふたご いしい しんじ／著 講談社

49 F1 ｳﾌ 天地明察 冲方 丁／著 角川書店

50 F1 ｶｼ 星の町騒動記 樫崎 茜／著 理論社

51 F1 ｻｿ 今夜も宇宙の片隅で 笹生 陽子／著 講談社

52 F1 ｼｹ 1 カシオペアの丘で　上 重松 清／著 講談社

53 F1 ｼｹ 2 カシオペアの丘で　下 重松 清／著 講談社

54 F1 ｼｹ 星のかけら 重松 清／著 新潮社

55 F1 ﾄﾐ 天の川のラーメン屋 富安 陽子／作 講談社

56 F1 ﾅｶ 星に願いを、月に祈りを 中村 航／著 小学館

57 F1 ﾅｽ 星空ロック 那須田 淳／著 あすなろ書房

58 F1 ﾊｼ 流れ星が消えないうちに 橋本 紡／著 新潮社

59 F1 ﾋｶ 流星の絆 東野 圭吾／著 講談社

60 F1 ﾐﾔ 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／作 岩崎書店

61 F1 ﾓﾘ 宇宙のみなしご 森 絵都／著 講談社

62 F9 ｸｴ ブラックホールの飼い方 ミシェル・クエヴァス／作 小学館

63 F9 ｻﾝ 星の王子さま サン＝テグジュペリ／作 岩波書店

64 F9 ﾃｲ たったひとつの冴えたやりかた
ジェイムズ・ティプトリー

・ジュニア／著
早川書房

65 F9 ﾄﾙ 夜をあるく マリー・ドルレアン／作 ＢＬ出版

66 F9 ﾊﾐ フェッセンデンの宇宙 エドモンド・ハミルトン／著 河出書房新社



請求記号 資料名 著者名 出版者

67 CD 15 1339 月の光／ノスタルジック・ハーモニカ ラリー・アドラー／演奏 ポリドール

68 CD 15 1340 ジムノペディー／ハーモニカ・リサイタル トミー・ライリー／演奏 ポリドール

69 CD 21 4391
ベスト・ヒット100 リラクシングミュージック

DISC1

ユニバ－サル

・ミュ－ジック

70 CD 21 4392
ベスト・ヒット100　リラクシングミュージック

DISC2

ユニバ－サル

・ミュ－ジック

71 CD 21 4393
ベスト・ヒット100 リラクシングミュージック

DISC3

ユニバ－サル

・ミュ－ジック

72 CD 36 1073 オルゴール・コレクション 夢のくに 高原 いずみ／編曲 日本クラウン

73 CD 36 2487
オルゴール・コレクション 宮崎駿の世界Ⅳ

～ｗｉｔｈ高畑勲～
株式会社エム・アイ・シー

74 CD 36 3072
オルゴール・コレクション 宮崎駿の世界Ⅴ

～千と千尋の神隠し～
宮崎 駿／監督 株式会社エム・アイ・シー

75 CD 36 4233 Relaxing Piano 宮崎駿コレクション 宮崎 駿／作曲 Della Inc.

76 CD 43 1672
おやすみミッフィ－

（ミッフィ－のクラシックの森）
キングレコード

77 CD 49 1185
夜の名曲　α波1／f　のゆらぎ

in POP-CLASSIC

ミュンヘン・ポップス・

フィルハー／演奏
アポロン

78 CD 49 5151 胎教と０歳のためのクラシックベスト ドヴォルザークほか／作曲 キングレコード

79 CD 49 6279 心唄・二胡 曹 雪晶 デラ

80 DV DVD44 581
星空のロマン「冬の夜空の物語」

 秋から冬の星座

ＮＨＫエデュケーショナル

／制作
ＮＨＫエンタープライズ

81 DV DVD44 905 四季の星座

82 DV DVD44 906 宇宙の旅

83 DV DVD77 1250 アラジン

ウォルトディズニース

タジオホームエンタテ

イメント

84 DV DVD77 1337 スターリーテイルズ KAGAYA／監督,CG,脚本 アトン・ミュージック

85 DV DVD77 1350 銀河鉄道の夜 杉井　ギサブロー／監督 アスミック・エース

86 DV DVD77 1519 さよなら銀河鉄道999 りん　たろう／監督 東映ビデオ

87 DV DVD77 1520 銀河鉄道999 宇田　鋼之介／監督 東映ビデオ

88 DV DVD91 1792 アニメ古典文学館 1
サン・エデュケー

ショナル

2022年12月 萩図書館作成



資料名 著者名 出版者

1 星を楽しむ星座の見つけかた 電子書籍版 大野 裕明 著 誠文堂新光社

2 星を楽しむ天体観測のきほん 電子書籍版 大野 裕明 著 誠文堂新光社

3 星を楽しむ双眼鏡で星空観察 電子書籍版 大野 裕明 著 誠文堂新光社

4 星空教室 電子書籍版 夏の星座 藤井 旭 著 誠文堂新光社

5 星空教室 電子書籍版 秋の星座 藤井 旭 著 誠文堂新光社

6 星空教室 電子書籍版 冬の星座 藤井 旭 著 誠文堂新光社

7 星空教室 電子書籍版 春の星座 藤井 旭 著 誠文堂新光社

8 天文学の図鑑 電子版 （まなびのずかん） 池田 圭一 著 技術評論社

9 四季の星座神話 沼澤 茂美 著 誠文堂新光社

10 「天文学」がよくわかる本(「勉強のコツ」シリーズ） 新牧 賢三郎 著 PHP研究所

11 惑星のきほん 電子書籍版 室井 恭子 著 誠文堂新光社

12 藤井旭の天文年鑑 2020年版 電子書籍版 藤井 旭 著 誠文堂新光社

13
お仕事ナビ 15 宇宙に関わる仕事 宇宙飛行士
プラネタリウム製作者 金属加工職人 天文学者

お仕事ナビ編集室 編 理論社

14
マンガでわかる宇宙のふしぎ 電子書籍版
（子供の科学★放課後探偵シリーズ）

滝川 洋二 監修 誠文堂新光社

15
宇宙の終わりってどうなるの? 電子書籍版
（子供の科学★ミライサイエンス）

佐藤 勝彦 監修 誠文堂新光社

16
宇宙探査ってどこまで進んでいる? 電子書籍版
（子供の科学★ミライサイエンス）

寺薗 淳也 著 誠文堂新光社

17 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 著 青空文庫

18 宮沢賢治「双子の星」 宮沢 賢治 著 パンローリング

19 宮沢賢治「よだかの星」 宮沢 賢治 著 パンローリング

20 小惑星2162DSの謎 （21世紀空想科学小説） 林 譲治 作 岩崎書店

21 衛星軌道2万マイル （21世紀空想科学小説） 藤崎 慎吾 作 岩崎書店

22 夏葉と宇宙へ三週間 （21世紀空想科学小説） 山本 弘 作 岩崎書店

23 星の王子さま 電子書籍版 （岩波少年文庫） サン=テグジュペリ 作 岩波書店

「 」

2022年12月 萩図書館作成

⇐ 電子図書館特集「星空を見上げる」はこちらからアクセスできます！

※電子図書館のお申込みはカウンターにて。登録後すぐにご利用いただけます。

電子図書館をご利用いただくと、スマートフォンや

パソコンからも、星座図鑑や星に関する本を読む

ことができます。

お気に入りの本や音楽とともに、冬の夜のひとときを

過ごしてみてはいかがですか？
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