
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

星と星座のふしぎ 荒舩 良孝／著 すばる舎 2015 440/ｱﾗ

星空のかがく えびな みつる／絵と文 旬報社 2013 440/ｴﾋﾞ

最先端科学がときあかす宇宙 国司 真／文 旺文社 2007 440/ｸﾆ

星空の楽しい話をしましょう。 駒井 仁南子／著 誠文堂新光社 2013 440.4/ｺﾏ

大人も子どもも夢中になるはじめての宇宙の話 佐藤 勝彦／著 かんき出版 2014 440/ｻﾄ

人類が生まれるための12の偶然 眞 淳平／著 岩波書店 2009 440/ｼﾝ

宇宙のかけら 竹内 薫／著 青土社 2017 440/ﾀｹ

たのしく学べる!宇宙のことがわかる本 永田 晴紀／監修 メイツ出版 2013 440/ﾀﾉ

天文学入門 嶺重 慎／編著 岩波書店 2005 440/ﾃﾝ

宇宙入門 マット・トウィード／著 創元社 2010 440/ﾄｳ

星は友だち!はじめよう星空観察 永田 美絵／著 NHK出版 2015 440/ﾅｶﾞ

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/ﾇﾏ

ずかんいろいろな星 沼澤 茂美／著 技術評論社 2013 440/ﾇﾏ

星ごよみ 林 完次／写真・文 山川出版社 2014 440/ﾊﾔ

新しい宇宙のひみつQ&A 的川 泰宣／著 朝日新聞出版 2014 440/ﾏﾄ

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/ﾛｼﾞ

宇宙の歩き方 渡辺 勝巳／監修・著 実業之日本社 2013 440/ﾜﾀ

写真でつづる四季の星空 牛山 俊男／著 誠文堂新光社 2014 442.7/ｳｼ

観察して楽しむ天体入門 沼澤 茂美／著 誠文堂新光社 2012 442/ﾇﾏ

宇宙はこう考えられている 青野 由利／著 筑摩書房 2013 443/ｱｵ

誰でも探せる星座 浅田 英夫／著 地人書館 2011 443.8/ｱｻ

14歳からの宇宙論 佐藤 勝彦／著 河出書房新社 2015 443/ｻﾄ

星座神話と星空観察 沼澤 茂美／著 誠文堂新光社 2015 443/ﾇﾏ

はじめてさがす星座と流れ星 三品 隆司／文 学研教育出版 2011 443/ﾐｼ

星と星座をみつけよう 森 雅之／著 誠文堂新光社 2014 443/ﾓﾘ

星座を見つけよう H・A・レイ／文・絵 福音館書店 1980 443/ﾚｲ

月の満ちかけ絵本 大枝 史郎／文 あすなろ書房 2012 446/ｵｵ

ほか

　　　　    星と星座の本

山梨県立図書館



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

12星座とギリシャ神話の絵本 沼澤 茂美／作 あすなろ書房 2016 443/ﾇﾏ

星座の伝説図鑑 東 ゆみこ／監修 PHP研究所 2015 443/ｾｲ

星と伝説 野尻 抱影／著 偕成社 2005 443/ﾉｼﾞ

下町ロケット 池井戸 潤／著 小学館 2010 913.6/ｲｹ

天地明察 冲方 丁／著 角川書店 2009 913.6/ｳﾌﾞ

空中都市008 小松 左京／作 講談社 2003 913/ｺﾏ

夜の光 坂木 司／著 新潮社 2008 913.6/ｻｶ

星に願いを、月に祈りを 中村 航／著 小学館 2012 913.6/ﾅｶ

天体議会(プラネット・ブルー) 長野 まゆみ／[著] 河出書房新社 1991 913.6/ﾅｶﾞ

プラネタリウム 梨屋 アリエ／著 講談社 2004 913/ﾅｼ

流星の絆 東野 圭吾／著 講談社 2008 913.6/ﾋｶﾞ

宇宙のあいさつ 星 新一／作 理論社 2005 913/ﾎｼ

銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／作 岩波書店 2000 913/ﾐﾔ

宇宙のみなしご 森 絵都／著 講談社 1994 913/ﾓﾘ

宇宙戦争 H.G.ウェルズ／作 偕成社 2005 933/ｳｴ

月は無慈悲な夜の女王 ロバート・A.ハインライン／著 早川書房 2010 B933.7/ﾊｲ

火星年代記 レイ・ブラッドベリ／著 早川書房 2010 B933.7/ﾌﾞﾗ

木星のラッキー・スター ポール・フレンチ／作 岩崎書店 2006 933/ﾌﾚ

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

ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング／作 岩波書店 2000 933/ﾛﾌ

ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 2014 949/ﾔﾝ

星の王子さま サン=テグジュペリ／作 岩波書店 2000 953/ｻﾝ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

かっぱ印川あそびブック 阿部 夏丸／絵と文 ブロンズ新社 2003 481/ｱﾍﾞ

身近な危険生物対応マニュアル 今泉 忠明／監修・著 実業之日本社 2015 481/ｲﾏ

みんなで楽しい!レクリエーションゲーム集 日本レクリエーション協会／監修 西東社 2011 781.9/ﾐﾝ

あの山はもっと遊べる! - 文藝春秋 2013 786.1/ｱﾉ

ときめくヤマノボリ図鑑 池田 菜津美／文 山と溪谷社 2016 786.1/ｲｹ

ガールズキャンプのはじめ方 兎村 彩野／著 メディアファクトリー 2011 786.3/ｳｻ

基本のすべてがわかるキャンプと焚き火 - JTBパブリッシング 2010 786.3/ｷﾎ

基本がわかる!キャンプレッスンブック - JTBパブリッシング 2016 786.3/ｷﾎ

子どもとはじめる日帰りハイキング 森田 秀巳／著 JTBパブリッシング 2014 786.4/ﾓﾘ

アウトドアをたのしむ本 アンジェラ・ウィルクス／著 メディアファクトリー 1998 786/ｳｲ

アウトドア&キャンプ大事典 太田 潤／著 成美堂出版 2011 786/ｵｵ

親子でアウトドアあそび 主婦の友社／編 主婦の友社 2006 786/ｵﾔ

冒険遊び大図鑑 かざま りんぺい／著 主婦の友社 2010 786/ｶｻﾞ

ぼくらの大冒険ハンドブック かざま りんぺい／著 日東書院本社 2013 786/ｶｻﾞ

子どもと楽しむ外遊び 長谷部 雅一／監修 地球丸 2016 786/ｺﾄﾞ

冒険図鑑 さとうち 藍／文   松岡 達英／絵 福音館書店 1985 786/ｻﾄ

サバイバル!無人島で大冒険 関根 秀樹／監修 少年写真新聞社 2011 786/ｻﾊﾞ

楽し!懐かし!野遊びガイド 白石 健一／著 食品研究社 2011 786/ｼﾗ

楽しい川遊び 伊藤 匠／監修 地球丸 2016 786/ﾀﾉ

冒険登山のすすめ 米山 悟／著 筑摩書房 2016 786/ﾖﾈ
ほか 山梨県立図書館

　　　　星や宇宙にちなんだ小説・物語・エッセイ

　　　　　キャンプやアウトドアの本


