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宇宙全般 

資料展示リスト（9月10日～10月24日） 

   今年は、小惑星探査機「はやぶさ２」が、地球から約３億

キロ先にある小惑星リュウグウにて、数々のミッションを 

成功させました。 

 「はやぶさ２」は、“小惑星リュウグウのかけら”を届ける

ために、２０２０年に地球に帰還する予定です。                              

 この秋、「はやぶさ２」とともに宇宙のひみつを探検して

みませんか？ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

宇宙 加古里子／文・絵 福音館書店 1978 44/ｳ 

宇宙 青木和光／監修 ポプラ社 2013 440/ｳﾁ 

宇宙 ジャクリーン・ミトン／監修 化学同人 2017 440/ｳﾁ 

宇宙・銀河系外 渡部潤一／著 大日本図書 2012 440/ｳﾁ 

宇宙図鑑 藤井旭／著 ポプラ社 2018 440/ｳﾁ 

宇宙について知っておくべき  
１００のこと アレックス・フリス／文 小学館 2017 440/ｳﾁ 

宇宙に果てはあるの？ 池内了／監修 かもがわ出版 2010 440/ｳﾁ 

宇宙の地図 観山正見／著 朝日新聞出版 2011 440/ｳﾁ 

宇宙のひみつがわかるえほん１ 的川泰宣／文 ポプラ社 2009 440/ｳﾁ 

宇宙のひみつがわかるえほん２ 的川泰宣／文 ポプラ社 2009 440/ｳﾁ 

宇宙のひみつがわかるえほん３ 的川泰宣／文 ポプラ社 2009 440/ｳﾁ 

宇宙のひみつがわかるえほん４ 的川泰宣／文 ポプラ社 2009 440/ｳﾁ 

宇宙のひみつがわかるえほん５ 的川泰宣／文 ポプラ社 2009 440/ｳﾁ 

宇宙のひみつがわかるえほん６ 的川泰宣／文 ポプラ社 2009 440/ｳﾁ 

宇宙の不思議がわかる！ 甲谷保和／著 実業之日本社 2008 440/ｳﾁ 

宇宙ランキング・データ大事典 布施哲治／監修 くもん出版 2012 440/ｳﾁ 

絵本眠れなくなる宇宙といのちの
はなし 佐藤勝彦／作 講談社 2017 440/ｴﾎ 

大きな大きなせかい かこさとし／著 偕成社 1996 40/ｵ 

   

埼玉県のマスコット 

コバトン 
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宇宙探査 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

「あかつき」一番星のなぞにせま
れ！ 山下美樹／文 文溪堂 2017 538/ｱｶ 

新しい宇宙のひみつＱ＆Ａ 的川泰宣／著 朝日新聞出版 2014 538/ｱﾀ 

宇宙探査大図鑑 的川泰宣／監修 ＰＨＰ研究所 2013 538/ｳﾁ 

宇宙探査ってどこまで進んでいる？ 寺薗 淳也／著 誠文堂新光社 2019 538/ｳﾁ 

宇宙探査の歴史 ＭＡＲＹ ＫＡＹ ＣＡ
ＲＳＯＮ／著 丸善出版 2016 538/ｳﾁ 

宇宙をさぐる スティーブ・パーカー／
著 文研出版 2012 538/ｳﾁ 

おかえりなさいはやぶさ 吉川真／監修 講談社 2011 538/ｵｶ 

帰ってきた「はやぶさ」 今泉耕介／作 ハート出版 2010 538/ｶｴ 

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 538/ｺﾚ 

さがせ！宇宙の生命探査大百科 佐藤勝彦／総監修 偕成社 2016 440/ｻｶ 

小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅 佐藤真澄／著 汐文社 2010 538/ｼﾖ 

小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑 池下章裕／ＣＧイラスト
レーション 偕成社 2012 538/ｼﾖ 

世界初の宇宙ヨット「イカロス」 山下美樹／文 文溪堂 2016 538/ｾｶ 

地球から宇宙をめざせ！ アレクサンドラ・ミジェ
リンスカ／文・絵 徳間書店 2019 538/ﾁｷ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

５０００億の銀河と７００垓の星を
もつ宇宙 ポール・ロケット／文 玉川大学出版部 2015 440/ｺｾ 

この宇宙に地球と似た星はあるのだ
ろうか 有本信雄／著 サンマーク出版 2002 440/ｺﾉ 

最先端科学がときあかす宇宙 国司真／文 旺文社 2007 440/ｻｲ 

人類は宇宙の果てを見られるか？ サイモン・ロジャース／
著 主婦と生活社 2016 440/ｼﾝ 

図説知っておきたい！スポット５０
宇宙 スー・ベックレイク／著 六耀社 2016 440/ｽｾ 

太陽系のふしぎ１０９ 永田美絵／著 偕成社 2016 444/ﾀｲ 

どうして？なるほど！地球・宇宙の
なぞ９９ 

ＮＨＫラジオセンター
「子ども科学電話相談」
制作班／編 

ＮＨＫ出版 2013 440/ﾄｳ 

長沼毅の世界は理科でできている 長沼毅／監修 ほるぷ出版 2014 440/ﾅｶ 

なぜ？の図鑑 縣秀彦／監修 学研プラス 2016 440/ﾅｾ 

ネコ博士が語る宇宙のふしぎ ドミニク・ウォーリマ
ン／文 徳間書店 2017 440/ﾈｺ 

ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた宇宙
の不思議 沼澤茂美／著 誠文堂新光社 2011 440/ﾊﾂ 

ヒラメキ公認ガイドブックようこそ
宇宙へ 

リサ・スワーリング／イ
ラスト 化学同人 2011 440/ﾋﾗ 

星と宇宙がわかる本 縣秀彦／監修 学研教育出版 2012 440/ﾎｼ 

よくわかる宇宙と地球のすがた 自然科学研究機構国立天
文台／編 丸善 2010 440/ﾖｸ 

ワクワク探検シリーズ トム・クロージー・コー
ル／絵 ゆまに書房 2018 440/ﾜｸ 
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ロケット、宇宙旅行 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

超巨大ブラックホールに迫る 平林久／作 新日本出版社 2017 538/ﾁﾖ 

月はぼくらの宇宙港 佐伯和人／作 新日本出版社 2016 538/ﾂｷ 

飛べ！「はやぶさ」 松浦晋也／文 学研教育出版 2011 538/ﾄﾍ 

日本の宇宙技術 こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2011 538/ﾆﾎ 

「はやぶさ」がとどけたタイムカプセル 山下美樹／文 文渓堂 2011 538/ﾊﾔ 

風船で宇宙を見たい！ 岩谷圭介／著 くもん出版 2019 442/ﾌｳ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

宇宙おもしろ実験図鑑 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2012 407/ｳﾁ 

宇宙検定１００ ① こどもくらぶ／編 星の環会 2008 538/ｳﾁ 

宇宙検定１００ ② こどもくらぶ／編 星の環会 2009 538/ｳﾁ 

宇宙検定１００ ③ こどもくらぶ／編 星の環会 2009 538/ｳﾁ 

宇宙検定１００ ④ こどもくらぶ／編 星の環会 2009 538/ｳﾁ 

宇宙ステーションにかけた夢 渡辺英幸／著 くもん出版 2006 538/ｳﾁ 

宇宙探検えほん 
宇宙航空研究開発機構
（ＪＡＸＡ）／監修協
力 

小学館 2013 538/ｳﾁ 

宇宙の歩き方 渡辺勝巳／監修・著 実業之日本社 2013 538/ｳﾁ 

宇宙の技術大研究 どりむ社／編 ＰＨＰ研究所 2012 538/ｳﾁ 

宇宙の生活大研究 渡辺勝巳／監修 ＰＨＰ研究所 2014 538/ｳﾁ 

宇宙ヨットで太陽系を旅しよう 森治／著 岩波書店 2011 538/ｳﾁ 

宇宙旅行に行（い）こう 渡辺勝巳／監修 昭文社 2008 538/ｳﾁ 

宇宙りょこうへでかけるえほん てづかあけみ／作・絵 パイインター
ナショナル 2014 538/ｳﾁ 

宇宙ロケットのしくみ 的川泰宣／著 誠文堂新光社 2011 538/ｳﾁ 

こちらは宇宙ステーション 本間正樹／著 佼成出版社 1998 538/ｺﾁ 

世界がおどろいた！のりものテクノロ
ジー宇宙機の進化 トム・ジャクソン／文 ほるぷ出版 2016 538/ｾｶ 

太陽系探査の歴史 ＭＡＲＹ ＫＡＹ Ｃ
ＡＲＳＯＮ／著 丸善出版 2015 538/ﾀｲ 

月へ行きたい 松岡徹／文・絵 福音館書店 2014 538/ﾂｷ 

マックス宇宙ステーションへ行く ジェフリー・ベネッ
ト／著 勉誠出版 2019 538/ﾏﾂ 

もしも宇宙でくらしたら 山本省三／作 ＷＡＶＥ出版 2013 538/ﾓｼ 

もっと知りたい！ロケットの歴史と未来 長野伸江／執筆 理論社 2006 538/ﾓﾂ 
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宇宙飛行士 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

宇宙がきみを待っている 若田光一／著 汐文社 2011 538/ｳﾁ 

宇宙からのことば 毛利衛／文 学研プラス 2016 E/ﾄﾖ018 

宇宙特派９日間 秋山豊寛／著 小学館 1991 53/ｳ 

宇宙においでよ！ 野口聡一／著 講談社 2008 538/ｳﾁ 

宇宙飛行士大図鑑 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2006 538/ｳﾁ 

宇宙飛行士になるには 漆原次郎／著 ぺりかん社 2014 538/ｳﾁ 

宇宙飛行士の若田さんと学ぶおも

しろ宇宙実験 

日経ナショナルジオグラ

フィック社／編 

日経ナショナルジ

オグラフィック社 
2010 407/ｳﾁ 

宇宙への夢、力いっぱい！ 若田光一／著 ＰＨＰ研究所 2014 289/ﾜｶ036 

うちゅうへいこう 林公代／取材・文 世界文化社 2005 E/ﾌｼ 

うちゅうへいこう！ 若田光一／著・企画 世界文化社 2015 538/ｳｹ 

宇宙をみたよ！ 宙野素子／文 偕成社 1994 53/ｳ 

ＳＦ名作コレクション ネルソン・ボンド／作 岩崎書店 2006 908/ｴｽ 

お仕事ナビ お仕事ナビ編集室／著 理論社 2018 366/ｵｼ 

ガガーリン 那須田稔／著 盛光社 1969 28/ｶﾞ 

きみは宇宙飛行士！ 
ロウイー・ストーウェ

ル／文 
偕成社 2018 538/ｷﾐ 

少年宇宙飛行士 野田昌宏／作 岩崎書店 1986 91/ｼ 

大解明！！宇宙飛行士vol.１ 岡田茂／著 汐文社 2013 538/ﾀｲ 

大解明！！宇宙飛行士vol.２ 岡田茂／著 汐文社 2013 538/ﾀｲ 

大解明！！宇宙飛行士vol.３ 岡田茂／著 汐文社 2013 538/ﾀｲ 

月へ 
ブライアン・フロッカ／

作／絵 
偕成社 2012 E/ﾌﾛ742 

なおこ、宇宙飛行士になる 山崎直子／作 角川書店 2010 289/ﾔﾏ316 

ぼくが宇宙（そら）をとんだわけ 日野多香子／文 講談社 1994 28/ﾓ 

向井千秋 橋本るい／画 コミックス 2002 289/ﾑｶ005 

夢をつなぐ 山崎直子／著 角川書店 2010 289/ﾔﾏ316 
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絵本 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

あるひうちゅうで きたむらさとし／著 佑学社 1991 E/ｱ 

宇宙からの声 葉祥明／絵・文 佼成出版社 1997 E/ﾖｳ001 

うちゅうじんはいない！？ 
ジョン・エイジー／作・

絵 
フレーベル館 2019 E/ｱｷ701 

うちゅうスケート たむらしげる／作 リブロポート 1991 E/ｳ 

うちゅうせんノア号 
ブライアン・ワイルドス

ミス／さく・え 
らくだ出版 1983 E/ｳ 

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 2018 E/ﾐﾈ007 

うちゅうひこうしになりたいな 
バイロン・バートン／さ

く 
ポプラ社 2018 E/ﾊﾄ710 

うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン／作 佑学社 1993 E/ｳ 

おおきくおおきくおおきくなると 佐藤ひとみ／文 福音館書店 2008 E/ﾀﾆ036 

おばけのうちゅうりょこう 
ジャック・デュケノワ／

さく 
ほるぷ出版 2011 E/ﾃﾕ705 

火星にいった３人の宇宙飛行士 
ウンベルト・エーコ／さ

く 
六耀社 2015 E/ｶﾙ741 

カロリーヌつきへいく 
ピエール・プロブスト／

さく 
ＢＬ出版 1998 E/ﾌﾛ708 

キュリオシティ マーカス・モートン／作 ＢＬ出版 2019 E/ﾓﾄ 

教会ねずみ、宇宙飛行士になる 
グレアム・オークリー／

作 
すぐ書房 1997 E/ｵｸ704 

ここがぼくのいるところ 
ジョアン・フィッツジェ

ラルド／さく 
ほるぷ出版 2011 E/ﾌｲ734 

このすばらしい世界 山口タオ／文 講談社 2002 E/ﾖｳ001 

サン＝テグジュペリと星の王子さま 
ビンバ・ランドマン／

文・絵 

西村書店東京出

版編集部 
2014 E/ﾗﾝ714 

さんすううちゅうじんあらわる！ かわばたひろと／作 講談社 2012 E/ﾀｶ190 

三人の宇宙飛行士 ウンベルト・エーコ／文 
ＴＢＳブリタニ

カ 
1990 E/ｻ 

地球と宇宙のおはなし チョン・チャンフン／文 講談社 2009 E/ﾔﾏ269 

月世界探険 エルジェ／作 福音館書店 2011 E/ｴﾙ706 

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 2018 E/ﾅｲ712 

つきへいったら 
クロウディア・ルイス／

文 
福音館書店 1974 E/ﾂ 

月をめざしてしゅっぱつ！ 山本省三／作 小学館 2016 E/ﾔﾏ107 

パパが宇宙をみせてくれた ウルフ・スタルク／作 ＢＬ出版 2000 E/ｴﾘ701 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

母なる地球のために シム・シメール／絵と文 小学館 1998 E/ｼﾒ701 

バーバパパかせいへいく アネット＝チゾン／さく 講談社 2005 E/ﾁｿ701 

ぼくはうちゅうじん 中川ひろたか／ぶん アリス館 2014 E/ﾊﾀ012 

星のこども ステファニー・ロス・シソン／
作 小峰書店 2014 E/ｼｿ702 

みらいのえんそく ジョン・ヘア／作 あすなろ書
房 2019 E/ﾍｱ707 

めざすは月 エルジェ／作 福音館書店 2011 E/ｴﾙ706 

ルイのうちゅうりょこう エズラ・ジャック・キーツ／作 偕成社 2014 E/ｷﾂ704 

ろけっとこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 岩波書店 1998 E/ﾚｲ704 

ロケット発射場の一日 いわた慎二郎／作・絵 講談社 2017 E/ｲﾜ104 

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 E/ﾐﾔ042 

物語 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

青い宇宙の冒険 小松左京／作 講談社 2004 913.6/ｺﾏ001 

アミ３度めの約束 エンリケ・バリオス／著 徳間書店 2000 963/ﾊﾘ717 

アミ小さな宇宙人 エンリケ・バリオス／著 徳間書店 2000 963/ﾊﾘ717 

イシスの後見人 モニカ・ヒューズ／作 すぐ書房 1988 ﾋ 

イシスの灯台守 モニカ・ヒューズ／作 すぐ書房 1986 ﾋ 

宇宙人のしゅくだい 小松左京／作 講談社 2004 913.6/ｺﾏ001 

宇宙戦争 Ｈ．＝Ｇ．＝ウェルズ／作 講談社 1999 933/ｳｴ703 

宇宙戦争 Ｈ．Ｇ．ウェルズ／作 偕成社 2005 933/ｳｴ703 

宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 2009 933/ｳﾁ 

宇宙のあいさつ 星新一／作 理論社 2005 913.6/ﾎｼ001 

宇宙のネロ 星新一／作 理論社 2001 913.6/ﾎｼ001 

宇宙の生命 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 2017 933/ｳﾁ 

宇宙の誕生 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 2011 933/ｳﾁ 

宇宙の法則 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 2015 933/ｳﾁ 

宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 2008 933/ｳﾁ 

さよなら宇宙人 高科正信／作 フレーベル
館 2014 913.6/ﾀｶ136 

小学校は宇宙ステーション 山田理加子／作 ポプラ社 1999 913.6/ﾔﾏ026 

そいつの名前はエメラルド 竹下文子／作 金の星社 2008 913.6/ﾀｹ007 

天才少年ダンボール博士の日記 フランク・アッシュ／作 ポプラ社 2009 933/ｱﾂ707 

パティの宇宙日記 ジル・ペイトン＝ウォルシュ／
作 文研出版 1991 ｳ 

星空から来た犬 ダイアナ・ウィン・ジョーン
ズ／著 早川書房 2004 933/ｼﾖ701 

もどってきたアミ エンリケ・バリオス／著 徳間書店 2000 963/ﾊﾘ717 


