
資料展示リスト（2018年9月11日～10月14日） 
 

 

資料展 

ああななたたのの  

ととななりりのの宇宇宙宙  
 

 

○c埼玉県 2005 

 

埼玉県立久喜図書館 新聞・雑誌担当 
久喜市下早見85－5  Tel：0480-21-2659 

 
 2018 年は年明け早々のスーパームーンに始まり、皆既月食にブルームーンと天体イベントが目白押しです。流星

群も年内に数回観測でき、7 月末には 2003 年に次ぐ近さの火星大接近もありました。さらに、小惑星探査機「はや

ぶさ2」が、目指す小惑星「Ryugu」（リュウグウ）に到達するなど、宇宙への関心も高まっています。 
 今回の資料展は、9月 12 日の「宇宙の日」と、10 月 4 日から 10 日までの「国際宇宙週間」に合わせて、無限の

大宇宙のなかでも、比較的身近な宇宙である太陽系に属する惑星、衛星に焦点を合わせた資料を紹介しています。 
     

 
【凡    例】 

■資料は概ね五十音順に掲載し、刊行後2年を経過した雑誌以外は貸出が可能です。 
■「請求記号」欄は無印が久喜図書館、[熊]が熊谷図書館、[BM]が旧移動図書館用資料です。 

 

     

書    名 著[編]者 出版社 出版年 請求記号 

 １ 【太陽系一般】   

太陽系惑星 最新画像のすべて 
ジャイルズ・スパ

ロウ著 
河出書房新社 2008 D445/ﾀｲ 

天体観測の教科書 惑星観測編 安達誠編 誠文堂新光社 2009 445/ﾃﾝ 

惑星気象学 松田佳久著 
東京大学出版

会 
2000 445/ﾜｸ 

 ２ 【火星】   

オリンポスの雪 アーサー・C・クラークの

火星探検 

アーサー・C.クラ

ーク著 
徳間書店 1997 445.3/ｵﾘ 

火星 探査衛星写真 小尾信弥訳 朝倉書店 1976 445.3/ｶ 

火星からのメッセージ ジム・ベル著 
ランダムハウ

ス講談社 
2007 D445.3/ｶｾ 

火星雑学ノート 人類は赤い星をめざす－

火星ミッション最前線 
中村浩美著 

ダイヤモンド

社 
1997 445.3/ｶｾ 

〈火星〉人面像の謎 赤い惑星の神秘! 
リチャード・C.ホ

ーグランド著 
二見書房 1990 445.3/ｶ 

火星探険 ブラウン共著 白揚社 1958 445/B71 
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火星着陸 高柳雄一著 
日本放送出版

協会 
1998 445.3/ｶｾ 

火星と人類 島崎達夫著 新日本出版社 1999 445.3/ｶｾ 

火星とその観測 増補改訂 佐伯恒夫著 恒星社厚生閣 1977 440/Te37 

火星に生命はいるか 宇宙的視野から考え

る 
大島泰郎著 岩波書店 1998 445.3/ｶｾ 

火星の驚異 赤い惑星の謎にせまる 小森長生著 平凡社 2001 445.3/ｶｾ 

火星の素顔 沼澤茂美共著 
小学館クリエ

イティブ 
2018 D445.3/ｶｾ 

火星の生命と大地 46億年 丸山茂徳著 講談社 2008 445.3/ｶｾ 

図解火星探検 火星人から生命探査まで 河島信樹著 ＰＨＰ研究所 1997 445.3/ｽｶ 

沈黙の惑星 火星の死と地球の明日 
ジョン・E.ブラン

デンバーグ著 

ダイヤモンド

社 
2002 445.3/ﾁﾝ 

 ３ 【その他の惑星】   

かくして冥王星は降格された 太陽系第 9

番惑星をめぐる大論争のすべて 

ニール・ドグラー

ス・タイソン著 
早川書房 2009 445.9/ｶｸ 

冥王星の彼方に 
ピーター・コロシ

モ著 
大陸書房 1976 445/Ko55 

惑星のリングはなぜあるのか 木星・土

星・天王星 
J.エリオット〔著〕 岩波書店 1987 445/ﾜ 

 ４ 【惑星・衛星探査】   

探査機から見た惑星 米航空宇宙局NASA秘

蔵写真集 
中日新聞本社編 中日新聞社 1983 [BM]40 

惑星への旅 松井孝典著 
日本放送出版

協会 
1985 445/ﾜ 

惑星への旅 2001 年人類の宇宙旅行は太陽

系へ 

ロバート・M.パワ

ーズ著 

ダイナミック

セラーズ 
1983 [BM]445/ﾜ 

惑星探検 太陽系の仲間たちの素顔 朝日新聞社編 朝日新聞社 1983 [BM]40 

惑星探査入門 はやぶさ 2 にいたる道、そ

してその先へ 
寺薗淳也著 朝日新聞出版 2014 445/ﾜｸ 

惑星と生命 生命の誕生する星を求めて 宮本正太郎著 講談社 1980 440/ﾐ 

 ５ 【小惑星】   

いつ起こる小惑星大衝突 恐竜絶滅と人類

の危機をさぐる 

地球衝突小惑星研

究会著 
講談社 1993 445.4/ｲ 

インパクト! 小惑星衝突の脅威を探る 
ゲリット・L.ヴァ

ーシュアー著 
朝日新聞社 1998 445.4/ｲﾝ 
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小惑星 平山清次著 岩波書店 1949 445/H69 

小惑星衝突 最悪のシナリオをいかに回避

するか? 

日本スペースガー

ド協会著 

ニュートンプ

レス 
1998 445.4/ｼﾖ 

 ６ 【太陽系宇宙を舞台にした小説】   

宇宙戦争 H.G.ウェルズ著 東京創元新社 1969 [BM]B933/ｳ 

火星甲殻団 川又千秋著 早川書房 1987 [BM]913/ｶﾜ 

火星航路 SOS 
エドワード・E.ス

ミス著 
早川書房 1975 B933.7/ｽﾐ 

火星人記録（最新科学小説全集 10） 
レイ・ブラドベリ

ー著 
元々社 1956 [BM]933/ｶ 

火星人先史 川又千秋著 早川書房 1981 [BM]913/ｶﾜ 

火星年代記 
レイ・ブラッドベ

リ著 
早川書房 1976 B933.7/ﾌﾗ 

火星の歩き方 高柳雄一共著 NTT出版 1997 913.6/ｶｾ 

火星兵団（海野十三集 1） 海野十三著 桃源社 1980 ｳ 

火星兵団（海野十三全集 第 8巻） 海野十三著 三一書房 1989 918.6/ｳ 

水星征服計画 
レイ・カミングズ

著 
久保書店 1979 933/ｶ 

ワイルドマシン 火星甲殻団 川又千秋著 早川書房 1991 B/ｶ 

 ７ 【コンパクト・ディスク】   

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
小澤征爾指揮／ボ

ストン交響楽団 
フィリップス 1980 [熊] 

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
ガーディナー指揮

／ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管 
グラムフォン 1995 [熊] 

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
ショルティ指揮／

ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙ管 
ロンドン 1979 [熊] 

ホルスト 惑星（プラネッツ） 
冨田勲編曲・演奏

(シンセサイザー) 
コロムビア 2011 [熊] 

オデッセイ（「ジュピター」収録） 平原綾香 コロムビア 2004 220/ﾋ 

 ８ 【LPレコード】   

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
ホルスト指揮／ロ

ンドン交響楽団 
東芝 EMI 1926 [熊] 



 4 

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
メータ指揮／LA

フィルハーモニー 

キングレコー

ド 
1972 [熊] 

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
プレヴィン指揮／

ロンドン交響楽団 
東芝 EMI 1974 [熊] 

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
小澤征爾指揮／ボ

ストン交響楽団 
ポリグラム 1980 [熊] 

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
マゼール指揮／ﾌﾗ

ﾝｽ国立管弦楽団 
CBSソニー 1981 [熊] 

ホルスト 組曲・惑星 作品 32 
オーマンディ指揮

／ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管 
RVC 1985 [熊] 

ホルスト 惑星（プラネッツ） 
冨田勲編曲・演奏

(シンセサイザー) 
コロムビア 1977 [熊] 

 ９ 【DVD】   

おかえりなさいはやぶさ  
関西テレビ放

送 
2010 538/ｵ 

月世界旅行＆月世界征服 
ジュール・ヴェル

ヌ原作 

モーションプ

ロ 
[2017] 994/ｹﾞ 

月面中継 成功への軌跡  
NHKエンタープ

ライズ 
2010 538/ｹﾞ 

人類宇宙への挑戦 アポロからスペースシ

ャトル、国際宇宙ステーション Vol.1-12  
渡辺勝巳監修 

アスカインタ

ーナショナル 
2015 538.9/ｼﾞ 

スペースシャトルその成功と挫折  
NHKエンタープ

ライズ 
2012 538/ｽ 

太陽系とロケットの歴史 シリーズヴィジ

アル図鑑 6 

ニューギニア航空

協力 
エンドレス 2007 538/ﾀ 

 １０ 【雑誌】   

天文ガイド  誠文堂新光社   

月刊天文  地人書館   

 
 

 

●「埼玉県立図書館」ウェブサイトのご案内 

☞ https://www.lib.pref.saitama.jp/ 
 
●「埼玉県立図書館 携帯用サイト」のご案内 
☞ https://www.lib.pref.saitama.jp/m/ 

    右のQRコードからご覧ください。 
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