
【一般書】

書名 作者名 請求記号

面白くて眠れなくなる天文学 　縣　秀彦∥著 ４４０　ア

星の名前のはじまり 　近藤　二郎∥著 ４４０　コ

わかってきた星座神話の起源 　近藤／二郎∥著 ４４０　コ

星降る絶景 　沼澤　茂美∥著 ４４０　ヌ

プラネタリウム散歩 　マーブルブックス∥編 ４４０　プ

星空の不思議１３６のＱ＆Ａ 　 ４４０　ホ

星の王子さまの天文ノート 　縣　秀彦∥監修 ４４０　ホ

絶景・天空のイベント 　山崎　四明∥著 ４４０　ヤ

デジタルカメラによる星空の撮り方 　牛山　俊男∥写真　文 ４４２　ウ

星空がもっと好きになる 　駒井／仁南子∥著 ４４２　コ

星空の楽しみ方 　高橋　典嗣∥著 ４４２　タ

アジアの星物語 　海部　宣男∥監修 ４４３　ア

旅先での南天星空ガイド 　飯塚　礼子∥著 ４４３　イ

星座がもっと見たくなる 　駒井　仁南子∥著 ４４３　コ

星座の事典 　沼澤／茂美∥著 ４４３　ヌ

星座の神話がわかる本 　藤井／旭∥著 ４４３　フ

星雲・星団、銀河の見かたがわかる本 　藤井／旭∥著 ４４３　フ

世界の星空の見かたがわかる本 　藤井／旭∥著 ４４３　フ

星と暮らす。 　藤井　旭∥著 ４４３　フ

星の伝説がわかる本 　藤井／旭∥著 ４４３　フ

夜空と月の物語 　 ４４６　ヨ

今夜、流れ星を見るために 　星空さんぽ編集部∥編 ４４７　コ

【児童書】

書名 作者名 請求記号

星と星座 　渡部／潤一∥指導・執筆 ４００　シ

星・星座 　 ４００　ニ

星と星座 　渡部　潤一∥監修 ４００　ポ

星と星座のふしぎえほん 　大藪　健一∥文 ４４０　オ

星の一生 　藤井／旭∥著 ４４０　カ

流れ星・隕石 　藤井／旭∥著 ４４０　カ

星座をさがそう 　藤井／旭∥著 ４４０　カ
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星座と星座神話 　沼澤／茂美∥著 ４４０　コ

観察して楽しむ天体入門 　沼澤／茂美∥著 ４４０　コ

春・夏の星座 　小林／悦子∥文 ４４０　コ

星と宇宙のふしぎ１０９ 　永田／美絵∥著 ４４０　ナ

宇宙の始まりの星ものがたり 　藤井／旭∥著 ４４０　フ

彗星と流れ星の星ものがたり 　藤井／旭∥著 ４４０　フ

星の誕生の星ものがたり 　藤井／旭∥著 ４４０　フ

１００の知識星の科学 　スー　ベックレイク∥著 ４４０　ベ

星と星座 　藤井　旭∥監修 ４４０　ホ

名探偵コナン理科ファイル星と星座の秘密 　青山／剛昌∥原作 ４４０　メ

星と月のコレクション 　林／完次∥著 ４４２　ハ

星と星座の伝説　〔春・夏・秋・冬） 　瀬川／昌男∥著 ４４３　セ

１２星座とギリシャ神話の絵本 　沼澤　茂美∥作 ４４３　ヌ

七夕星まつり 　藤井／旭∥著 ４４３　フ

天の川の誕生 　藤井／旭∥著 ４４３　フ

ヘルクレスの冒険 　藤井／旭∥著 ４４３　フ

ふうたのほしまつり 　あまん／きみこ∥作 ９１３　ア

すみれちゃんのあついなつ 　石井／睦美∥作 ９１３　イ

七月七日はまほうの夜 　石井　睦美∥作 ９１３　イ

星空点呼 　嘉成　晴香∥作 ９１３　カ

七夕の月 　佐々木　ひとみ∥作 ９１３　サ

星のふるよる 　長崎／夏海∥作 ９１３　ナ

いちばん星、みっけ！ 　長崎／夏海∥作 ９１３　ナ

ほしまつりの日 　宮川／ひろ∥作 ９１３　ミ

宮沢賢治童話全集　〔２・５・１１〕 　宮沢／賢治∥著 ９１３　ミ　１１

ネコのジュピター 　茂市／久美子∥作 ９１３　モ

星空へようこそ 　横山／充男∥作 ９１３　ヨ

たなばたさま 　いもと　ようこ∥文　絵 Ｅ３　イ

たなばたものがたり 　舟崎／克彦∥文 Ｅ３　ギ

願いごとのえほん 　ローズアン・ソング∥文 Ｅ３　ク

どうぶつ村のごちそうごよみ　〔なつ〕 　たちばな／さきこ∥さく Ｅ３　タ

たなばたウキウキねがいごとの日！ 　ますだ／ゆうこ∥作 Ｅ３　タ

たなばたさまきららきらら 　長野　ヒデ子∥作　絵 Ｅ３　ナ

たなばたセブン 　もとした　いづみ∥作 Ｅ３　フ
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たなばたまつり 　松成／真理子∥作 Ｅ３　マ

たなばたこびとのおはなし 　まつい／のりこ∥さく Ｅ３　マ

きつねのたなばたさま 　正岡／慧子∥文 Ｅ３　マ

ねがいぼしかなえぼし 　内田／麟太郎∥作 Ｅ３　ヤ

ながれ星がはこんできたおはなし 　ヴァリスカ・グレゴリー∥作 Ｅ４　ヴ

ほしにむすばれて 　谷川／俊太郎∥文 Ｅ４　エ

ほしをさがしに 　しもかわら　ゆみ∥作　絵 Ｅ４　シ

１２の星のものがたり 　ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ∥さく Ｅ４　ツ

あのほしなんのほし 　みき　つきみ∥文 Ｅ４　ヤ

たなばたバス 　藤本　ともひこ∥作　絵 Ｅ５　フ

わらうほし 　荒井　良二∥〔作〕 Ｅ９　ア

天人にょうぼう 　谷　真介∥文 Ｅ９　ア

ひさの星 　斎藤／隆介∥作 Ｅ９　イ

もう　おねしょ　しません 　寺村／輝夫∥さく Ｅ９　イ

おこだでませんように 　くすのき／しげのり∥作 Ｅ９　イ

絵本星の王子さま 　サン＝テグジュペリ∥原作 Ｅ９　エ

天人女房 　稲田／和子∥再話 Ｅ９　オ

おほしさま、きえちゃった 　ハンナ　カミング∥さく Ｅ９　カ

天の町やなぎ通り 　あまん／きみこ∥作 Ｅ９　ク

しいちゃんふうちゃんほしのよる 　こみね／ゆら∥さく Ｅ９　コ

銀河鉄道の夜 　宮沢／賢治∥作 Ｅ９　コ

天人女房 　立原／えりか∥文 Ｅ９　シ

ひ・み・つ 　たばた／せいいち∥〔作〕 Ｅ９　タ

くるりんほしにねがいを 　とりごえ／まり∥文・絵 Ｅ９　ト

双子の星 　宮沢／賢治∥作 Ｅ９　ト

１０ぴきのかえるのたなばたまつり 　間所／ひさこ∥さく Ｅ９　ナ

のねずみチッチとほしのみずうみ 　ふくざわ／ゆみこ∥さく Ｅ９　フ

もぐらくんとみどりのほし 　ハナ・ドスコチロヴァー∥作 Ｅ９　ミ

たなばたプールびらき 　中川／ひろたか∥文 Ｅ９　ム

ほしをひろった？ムーミントロール 　トーベ　ヤンソン∥原作　絵 Ｅ９　ヤ

あかちゃんまんとねがいぼしかなえぼし 　やなせ／たかし∥原作 Ｅ９　ヤ

星どろぼう 　アンドレア・ディノト∥ぶん Ｅ９　ロ
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