
2020/10/16

出版年降順

No.
資料情報

クリックすると、国立天文台図書室の所蔵情報を見られます。
図書室の請求記号

1 星と星座 [新版]. 小学館 2020.9 小学館の図鑑NEO A04:Ho:2020

2 夜明けのカノープス / 穂高明著. 実業之日本社 2017.10 (実業之日本社文庫 ほ3-1) T91:Ho:2017

3
天地明察 1-9 / 冲方丁原作 ; 槙えびし漫画. 講談社 2011.9-2015.12 アフタヌーン

KC 778, 814
T91:Te:1~9

4
つきにいったうさぎのおはなし : 月のひみつがわかる / 服部美法絵. 学研教育出版 , 学研

マーケティング (発売) 2015.9 (学研の科学絵本)
A03:Ag:2015

5
科学の扉を開いた人々 / 海部宣男監修. 金の星社 2012.12 (誰かに伝えたい!勇気がわ

いてくる科学者の言 1)
S03:Da:1

6
科学を飛躍させた人びと/ 海部宣男監修. 金の星社 2012.12 (誰かに伝えたい!勇気がわ

いてくる科学者の言 3)
S03:Da:3

7 わたしはガリレオ / ボニー・クリステンセン作 ; 渋谷弘子訳. さ・え・ら書房 2012.10 A03:Bo:2012

8
月に名前を残した男 : 江戸の天文学者麻田剛立 / 鹿毛敏夫 [著]. 角川学芸出版 , 角

川グループパブリッシング (発売) 2012.8 (角川文庫 17558)
T28:Ka:2012

9 宙のまにまに 1-10 / 柏原麻実著. 講談社, 2006-2011 T91:So:1~10

10
伊能忠敬 : はじめて日本地図をつくった男 / 国松俊英著 ; 十々夜画. 岩崎書店

2011.9 (フォア文庫 B423)
T28:Ku:2011

11
宇宙の不思議 / 藤子・F・不二雄まんが ; 小学館ドラえもんルーム編. 小学館 2010.8

(ビッグ・コロタン 114 . ドラえもん科学ワールド)
A03:Fu:2010

12 すぐにさがせる!光る星座図鑑 / えびなみつる絵と文 ; 中西昭雄写真. 旬報社 2010.7 A03:Eb:2010

13 はじめての星座かんさつ / 甲谷保和著. 実業之日本社 2009.7 A03:Ko:2009

14 手塚治虫の理科教室 / 手塚治虫著 ; 福江純解説. いそっぷ社 2009.7 A03:Te:2009

15
ガリレオ : 新しい科学の時代の扉を開いた科学者 / 河合秀和まんが ; 滝田よしひろシナリ

オ. 小学館 2009.7 (小学館版学習まんが人物館)
T28:Ka:2009

16 ほしにむすばれて / 谷川俊太郎文 ; えびなみつる絵. 文研出版 2009.4 (えほんのもり) T72:Ta:2009

17 星つむぎの歌 / 覚和歌子文 ; 大野舞絵. 響文社 2009.4 T72:Ka:2009

18
星を追い、光を愛して : 19世紀科学界の巨人、ジョン・ハーシェル伝 / ギュンター・ブットマン

著 ; 中崎昌雄, 角田玉青, 日本ハーシェル協会共訳. 産業図書 2009.3
T28:Bu:2009

三鷹・星と宇宙の日2020オンライン

特別企画棚②　うちゅう・てんもんの読み物・絵本

https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/TB00001321
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25833685
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10643493
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10643493
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20006689
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20006689
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11148547
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11148547
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11149470
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11149470
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15299384
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10290327
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10290327
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/TB00000559
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB06900151
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB06900151
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03349805
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03349805
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03262831
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA9174031X
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA90663756
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91391822
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91391822
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91218533
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91748650
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89884929
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89884929
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19
ガリレオ : 真実はひとつ / 後藤幹文 ; 杉山薫里絵. 汐文社 2009.3 (絵で読む教科書に

出てくる世界の科学者たち)
T28:Go:2009

20 珍問難問 [1]  / 福井康雄監修. 東京新聞出版局 2008.10 宇宙100の謎 A03:Fu:2008

21 宇宙100の謎 2. 東京新聞出版局 2008.10- A03:Fu:2012

22
リーヴィット : 宇宙を測る方法 / ジョージ・ジョンソン著 ; 槇原凛訳. WAVE出版 2007.11

(グレート・ディスカバリーズ)
T28:Jo:2007

23
宇宙のなぜ? / 海部宣男監修 ; ナムーラミチヨ絵. 偕成社 2007.4 (ズバリ答えます!600

人の小学生からとどいたたくさんのなぜ?)
A00:Ka:2007

24
アインシュタインは語る 増補新版  / [アインシュタイン著] ; アリス・カラプリス編 ; 林一, 林大

訳. 大月書店 2006.8
T28:Ei:2006

25
ケプラー疑惑 : ティコ・ブラーエの死の謎と盗まれた観測記録 / ジョシュア・ギルダー, アン-リー・

ギルダー著 ; 山越幸江訳. 地人書館 2006.6
T28:Gi:2006

26
宇宙の旅 : 太陽系・銀河系をゆく : 宇宙のナゾに挑む近未来物語 / 的川泰宣著. 誠文

堂新光社 2006.3 (子供の科学・サイエンスブックス)
A03:Ma:2006

27
サイエンスコナン宇宙と重力の不思議 : 名探偵コナン実験・観察ファイル / 青山剛昌原作 ;

ガリレオ工房監修 ; 金井正幸まんが. 小学館 2005.8 (小学館学習まんがシリーズ)
A03:Ao:2005

28 宇宙図鑑 / 藤井旭写真・文. ポプラ社 2005.6 A03:Fu:2005

29 おはなし天文学. 新装版 1-4 / 斉田博著. 地人書館 2000.6-2000.10
A03:Sa:2000-

1~2000-4

30
天体(地球・月・太陽・星の動き)がわかる / 日能研指導. 小学館 1996.10 (ドラえもんの

学習シリーズ, ドラえもんの理科おもしろ攻略)
A03:Ni:1996

31 太陽系たんけん / 加賀谷穣・作画 ; 山岡均・監修. 星の手帖社 1993.7 A03:Ka:1993

32 星世界たんけん. 第2版 / 加賀谷穣・作画 ; 山岡均・監修. 星の手帖社 1993.7 A03:Ka:1993

33
あっ!星がうまれる. 新装版 / 海部宣男作 ; 伊東章夫絵. 新日本出版社, 1993.4 (科学

まんがシリーズ)
A03:Ka:1993

34
まわれ!太陽系. 新装版 / 海部宣男作 ; 伊東章夫絵. 新日本出版社, 1993.4 (科学ま

んがシリーズ)
A03:Ka:1993

35
まて!宇宙ぼうちょう. 新装版 / 海部宣男作 ; 伊東章夫絵.  新日本出版社, 1993.4 (科

学まんがシリーズ)
A03:Ka:1993

36 宇宙大探検 / 藤子・F・不二雄著. 小学館 1993.1 (ドラえもんふしぎ探検シリーズ 5) A03:Fu:1993

37 土星を見るひと / 椎名誠著. 新潮社 1992.6 (新潮文庫 し-25-9) T91:Sh:1992

38 宇宙経由野辺山の旅 / 森本雅樹著. 丸善 1987.11 A03:Mo:1987

https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA90409445
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA90409445
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87599604
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB08943767
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA83811911
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA83811911
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA82761476
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA82761476
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78170454
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78170454
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA77023567
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA77023567
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78529528
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78529528
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA74934761
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA74934761
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA72253752
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA47966721
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA64965033
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA64965033
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02802128
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02802194
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/DB00016842
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/DB00016842
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/DB00016840
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/DB00016840
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/DB00016841
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/DB00016841
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA50481196
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN07801386
https://libopac.mtk.nao.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN01697995

