
タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号

火星を知る! 三品 隆司／構成・文 岩崎書店 2018 445/ﾐｼ

火星ガイドブック 鳫 宏道／著 恒星社厚生閣 2018 445.3/ｶﾞﾝ

火星の歩き方 臼井 寛裕／著 光文社 2021 445.3/ｶｾ

火星は… スザンヌ・スレード／文 あすなろ書房 2021 445/ｽﾚ

Google Earthで行く火星旅行 後藤 和久／著 岩波書店 2012 445.3/ｺﾞﾄ

本気で考える火星の住み方 齋藤 潤／著 ワニブックス 2022 445.3/ｻｲ

MARS レオナード・デイヴィッド／著 日経ナショナルジオグラフィック社 2016 445.3/ﾃﾞｲ

人類が火星に移住する日 矢沢サイエンスオフィス／著 技術評論社 2015 538.9/ｼﾞﾝ

エクソダス症候群 宮内 悠介／著 東京創元社 2017 B913.6/ﾐﾔ

火星のカレー 斉藤 洋／作 講談社 2019 913/ｻｲ

となりの火星人 工藤 純子／著 講談社 2018 913/ｸﾄﾞ

星へ行く船 新井 素子／著 出版芸術社 2016 913.6/ｱﾗ

昔、火星のあった場所 北野 勇作／著 新潮社 1992 913.6/ｷﾀ

モマの火星探検記 毛利 衛／著 講談社 2009 913/ﾓｳ

宇宙戦争 H.G.ウェルズ／作 偕成社 2005 933/ｳｴ

火星縦断 ジェフリー・A.ランディス／著 早川書房 2006 B933.7/ﾗﾝ

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

火星の人　上・下 アンディ・ウィアー／著 早川書房 2015 B933.7/ｳｲ/1・2

キュリオシティ マーカス・モートン／作 BL出版 2019 E/ｷｭ
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ギリシア神話を知っていますか 阿刀田 高／著 新潮社 2011 B164.3/ｱﾄ

月のえくぼを見た男 鹿毛 敏夫／著 くもん出版 2008 289/ｱｻ

ガリレオ フィリップ・スティール／著 BL出版 2009 289/ｶﾞﾘ

世界の太陽と月と星の民話 日本民話の会外国民話研究会／編訳 三弥井書店 2013 388/ｾｶ

星界の報告 ガリレオ・ガリレイ／[著] 講談社 2017 B440/ｶﾞﾘ

宙(そら)の名前 林 完次／写真・文 角川書店 2010 440/ﾊﾔ

天文マニア養成マニュアル 福江 純／編 恒星社厚生閣 2010 440/ﾃﾝ

星の王子さまとめぐる星ぼしの旅 縣 秀彦／さく 河出書房新社 2014 440/ｱｶﾞ

古代文明と星空の謎 渡部 潤一／著 筑摩書房 2021 440/ﾜﾀ

星空を届けたい 高橋 真理子／文 ほるぷ出版 2018 440/ﾀｶ

天体観測入門 渡部 潤一／著 大日本図書 2012 442/ﾜﾀ

星空の教科書 早水 勉／著 技術評論社 2017 442/ﾊﾔ

全国公開天文台ガイド 日本公開天文台協会／監修 恒星社厚生閣 2018 442.1/ｾﾞﾝ

星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野 裕明／著 誠文堂新光社 2019 442.3/ｵｵ

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 2012 442.7/ｳｼ

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

星座のはなし 野尻 抱影／著 筑摩書房 1988 B443.8/ﾉｼﾞ

よくわかる星空案内 木村 直人／著 誠文堂新光社 2017 443.8/ｷﾑ

銀河鉄道の星 宮沢 賢治／原作 ミシマ社 2018 913/ﾐﾔ

天地明察　上・下 冲方 丁／[著] 角川書店 2012 B913.6/ｳﾌﾞ/1・2

星の文学館 和田 博文／編 筑摩書房 2018 B918.6/ﾎｼ

星の王子さま アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ／作 阿部出版 2018 953/ｻﾝ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ロケットボーイズ　上・下 ホーマー・ヒッカム・ジュニア／著 草思社 2000 289.3/ﾋﾂ/1・2

14歳のための宇宙授業 佐治 晴夫／著 春秋社 2016 421/ｻｼﾞ

すばらしき宇宙の図鑑 野口 聡一／著 KADOKAWA 2022 440/ﾉｸﾞ

誰かに教えたくなる宇宙のひみつ 竹内 薫／著 徳間書店 2016 440/ﾀｹ

ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング／著 NHK出版 2019 440.4/ﾎｷ

90分でブラックホールがわかる本 福江 純／著 大和書房 2020 443.5/ﾌｸ

宇宙のはじまり ニュートン編集部／編著 ニュートンプレス 2022 443.9/ｳﾁ

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 2021 445/ｻｻ

宇宙就職案内 林 公代／著 筑摩書房 2012 538/ﾊﾔ

宇宙探査の歴史 MARY KAY CARSON／[著] 丸善出版 2016 538/ｶｿ

宇宙旅行 イアン・グラハム／著 ランダムハウス講談社 2007 538/ｸﾞﾚ

図解でわかる14歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 2021 538.9/ｽﾞｶ

地球を飛び出せ!宇宙探査 荒舩 良孝／著 誠文堂新光社 2021 538/ｱﾗ

僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子／著 青春出版社 2022 538.9/ﾔﾏ

星のかけらを採りにいく 矢野 創／著 岩波書店 2012 538/ﾔﾉ

宇宙ヨットで太陽系を旅しよう 森 治／著 岩波書店 2011 538/ﾓﾘ

星を創る者たち 谷 甲州／著 河出書房新社 2017 B913.6/ﾀﾆ

ウは宇宙船のウ レイ・ブラッドベリ／著 東京創元社 2006 B933.7/ﾌﾞﾗ

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

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 1987 B933.7/ﾃｲ

ほか 山梨県立図書館
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