
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

人はなぜ星を見上げるのか 高橋 真理子 新日本出版社 2016 8134695961 289.1 ﾀ

星界の報告 ガリレオ・ガリレイ 講談社 2017 8134791233 440 ｶﾞ

新・天文学入門 嶺重 慎 岩波書店 2015 8134549847 440 ｼ

星の声に、耳をすませて 林 完次 講談社 2013 8134706018 440 ﾊ

星くずたちの記憶 橘 省吾 岩波書店 2016 8134696851 440.1 ﾀ

ガリレオ ジャン=ピエール・モーリ 創元社 2008 8133686743 440.2 ﾓ

野尻抱影 野尻 抱影 平凡社 2015 8134634643 440.4 ﾉ

天文学者はロマンティストか? 縣 秀彦 日本放送出版協会 2007 8133489323 440.7 ｱ

プラネタリウムを作りました。 大平 貴之 エクスナレッジ 2003 8132413106 440.7 ｵ

星を楽しむ双眼鏡で星空観察 大野 裕明 誠文堂新光社 2020 8135159238 442 ｵ

星のきほん 駒井 仁南子 誠文堂新光社 2017 8134803675 443 ｺ

へんな星たち 鳴沢 真也 講談社 2016 8134680225 443.2 ﾅ

星空の見方がわかる本 縣 秀彦 学研プラス 2017 8134968405 443.8 ｱ

世界一美しい星空の教科書 大平 貴之 宝島社 2019 8135088163 443.8 ｵ

星を楽しむ星座の見つけかた 大野 裕明 誠文堂新光社 2020 8135153314 443.8 ｵ

プラネタリウム解説者に教わるよくわかる星空案内 木村 直人 誠文堂新光社 2014 8134459104 443.8 ｷ

星空の図鑑 Will Gater 誠文堂新光社 2014 8134495307 443.8 ｹﾞ

星をさがす本 林 完次 角川書店 2002 8132290454 443.8 ﾊ

星空教室 藤井 旭 誠文堂新光社 2021 8135345707 443.8 ﾌ

全天星座百科 藤井 旭 河出書房新社 2013 8134426720 443.8 ﾌ

宇宙・天文で働く 本田 隆行 ぺりかん社 2018 8134988382 538.9 ﾎ

夜の絶景写真 星空風景編 インプレス 2018 8135012890 743.5 ﾖ

星と海の楽園 KAGAYA 河出書房新社 2019 8135022199 748 ｶ

悠久の宙(そら) KAGAYA 河出書房新社 2017 8135115449 748 ｶ

世界の美しい夜空 ババク・タフレシ 玄光社 2020 8135157930 748 ｾ

紙コップのオリオン 市川 朔久子 講談社 2013 8134835392 913.6 ｲﾁ

星空の16進数 逸木 裕 KADOKAWA 2018 8135102137 913.6 ｲﾂ

星空のおくりもの 太田 治子 新潮社 2003 8132503811 913.6 ｵｵ

星のように離れて雨のように散った 島本 理生 文藝春秋 2021 8135343005 913.6 ｼﾏ

星空ロック 那須田 淳 あすなろ書房 2013 8134777397 913.6 ﾅｽ

流れ星が消えないうちに 橋本 紡 新潮社 2006 8133101257 913.6 ﾊｼ

流星の絆 東野 圭吾 講談社 2008 8141227164 913.6 ﾋｶﾞ

星のなまえ 高橋 順子 白水社 2018 8135108776 914.6 ﾀｶ

天の光はすべて星 フレドリック・ブラウン 早川書房 1964 8140033344 933 ﾌﾞ

星を数えて デイヴィッド・アーモンド 河出書房新社 2006 8133084586 933.7 ｱ

星と呼ばれた少年 ロディ・ドイル ソニー・マガジンズ 2004 8132727681 933.7 ﾄﾞ

星をまく人 キャサリン・パターソン ポプラ社 2003 8122061529 933.7 ﾊﾟ

星を見つけた三匹の猫 ヨルク・リッター 白水社 2003 8132433207 943.7 ﾘ

星の王子さま アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ 阿部出版 2018 8134918922 953.7 ｻ

星空放送局 中村 航 小学館 2007 8133519899 G936 ﾅ/A

星に願いを、月に祈りを 中村 航 小学館 2013 8134743755 G936 ﾅｶ/C

星ごよみ 林 完次 山川出版社 2014 8134465003 J44 ﾊ

宇宙への扉をあけよう ルーシー・ホーキング 岩崎書店 2021 8135343570 J44 ﾎ

銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 岩波書店 2000 8122121618 J913 ﾐ

＊ティーンズコーナーテーマ展示＊　星降る夜に

空気が澄んでいて、夜空を見るにはもってこいのこの季節。星や夜空に関する本を集めました。
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