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資料ID タイトル 著者名 出版者 請求記号
0001162269 手作り人工衛星カイト・フォト : 凧による地上探査 室岡克孝/著 エヌ･ティ･ティ出版 743/MU
0001552414 天体写真入門 (共立フォトグラフィックシリ-ズ) 林完次著 共立出版 442.7/HA
0001578865 天文不思議集 (「知の再発見」双書:9||9) ジャン=ピエ-ル・ヴェルデ著/唐牛幸子訳 創元社 440.2/VE
0001609712 宇宙でトイレにはいる法 ウィリアム・R.ポ-グ著/楠田枝里子編訳 筑摩書房 538.9/PO
0001669950 2061年宇宙の旅 (海外SFノヴェルズ) ア-サ-・C.クラ-ク著/山高昭訳 早川書房 933/CL
0001675118 アポロ13号奇跡の生還 ヘンリー・クーパーJr.著/立花隆訳 新潮社 538.9/CO
0001736867 アポロ宇宙飛行士が撮ったUFO : 異星文明との遭遇 コンノケンイチ/著 徳間書店 538.9/KO
0001783875 2010年宇宙の旅 ア-サ-.C.クラ-ク/著,伊藤典夫/訳 早川書房 933/CL
0002089027 絵のない絵本 アンデルセン/著/山室静/訳/岩崎ちひろ/画 童心社 909.4/AN
0002413603 神の鉄槌 (海外SFノヴェルズ) アーサー・C・クラーク著/小隅黎,岡田靖史訳 早川書房 933/CL
0002524718 恐竜絶滅のメッセージ : 地球大異変 松井孝典著 ワック 447.3/MA
0002562423 ブラックホールと時空の歪み : アインシュタインのとんでもない遺産 キップ・S・ソーン著/林一, 塚原 周信訳 白揚社 443.5/TH
0002586263 NASA/トレック : 女が宇宙を書きかえる コンスタンス・ペンリー著/上野直子訳 工作舎 538.9/PE
0002599377 The boy in the moon Ib Spang Olsen/translated from Danish by Virginia Allen Jensen IBIS 726.6/OL
0002607294 ハッブル宇宙望遠鏡 : 150億光年のかなたへ エレイン・スコット著/小林等, 高橋早苗訳 筑摩書房 538.9/SC
0002625167 岡山のスターウオッチング 前原英夫著 山陽新聞社 442.3/MA
0002625489 魂の冒険者 (物語・20世紀人物伝 : 人間ドラマで20世紀を読む:4) 岡島康治[ほか]著 ぎょうせい 280/MO/4
0002641125 ロケットボイーズ 上 ホーマー・ヒッカム・ジュニア著/武者圭子訳 草思社 289.3/HI/1
0002641134 ロケットボイーズ 下 ホーマー・ヒッカム・ジュニア著/武者圭子訳 草思社 289.3/HI/2

0002655852 未解決のサイエンス : 宇宙の秘密,生命の起源,人類の未来を探る
(Newton science series) ジョン・マドックス著/矢野創, 小谷野菜峰子, 並木則行訳 ニュートンプレス 404/MA

0002655996 アマチュア・ロケッティアのための手作りロケット完全マニュアル 久下洋一著 誠文堂新光社 507.9/KU
0002661243 SF天文学入門 上 (ポピュラーサイエンス) 福江純著 裳華房 440.4/FU/1
0002661252 SF天文学入門 下 (ポピュラーサイエンス) 福江純著 裳華房 440.4/FU/2
0002664173 星の王子さま : オリジナル版 サン=テグジュペリ作/内藤濯訳 岩波書店 953/SA
0002664717 ハッブル望遠鏡が見た宇宙 : カラー版 続 (岩波新書:新赤版 499, 691) 野本陽代, R.ウィリアムズ著 岩波書店 080/IW-4/691

0002690637 宇宙はこうして始まりこう終わりを告げる : 疾風怒涛の宇宙論研究
デニス・オーヴァバイ著
/鳥居祥二, 吉田健二, 大内達美訳

白揚社 443.9/TO

0002712003 図説ロケット : 野田SFコレクション
A pictorial history of American SF magazines (ふくろうの本) 野田昌宏著 河出書房新社 726.5/NO

0002755277 ロケット工学 (宇宙工学シリーズ:2) 柴藤羊二, 渡辺篤太郎共著 コロナ社 538.93/SH
0002755964 ロケット工学基礎講義 冨田信之[ほか]共著 コロナ社 538.93/MA

0002778261 ニュートリノ天体物理学入門 : 知られざる宇宙の姿を透視する
 (ブルーバックス:B-1394) 小柴昌俊著 講談社 440.12/KO

0002784974 星空散歩ができる本 北半球版
Milton D.Heifetz著/Wil Tirion画/松森靖夫編訳
/岩上洋子, 高橋真理子訳

恒星社厚生閣 443.8/HE/1

0002784983 星空散歩ができる本 南半球版
Milton D.Heifetz著/Wil Tirion画/松森靖夫編訳
/岩上洋子, 高橋真理子訳

恒星社厚生閣 443.8/HE/2

0002787126 デイビッド・マリンの驚異の大宇宙 デイビッド・マリン写真・文/長谷川哲夫訳 ニュートンプレス 440.8/MA
0002928332 時空の起源に迫る宇宙論 (別冊日経サイエンス:149) 佐藤勝彦編 日経サイエンス社 405/SA
0002947275 電気推進ロケット入門 栗木恭一, 荒川義博編 東京大学出版会 538.93/KU
0002985695 流星ワゴン 重松清著 講談社 913.6/SH
0002985775 小学五年生 重松清著 文藝春秋 913.6/SH
0003076248 宇宙 : 最新画像で見るそのすべて ニコラス・チータム著/梶山あゆみ訳 河出書房新社 440.8/CH
0003077094 望遠鏡400年物語 : 大望遠鏡に魅せられた男たち フレッド・ワトソン著/長沢工, 永山淳子訳 地人書館 442.3/WA
0003078439 立体で見る「星の本」 (かがくのほん) 杉浦康平, 北村正利著 福音館書店 443.8/SU
0003085185 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤勝彦著 宝島社 440.2/SA
0003090024 華氏451度 (ハヤカワ文庫:6386. ハヤカワ文庫SF:SF1691) レイ・ブラッドベリ著/宇野利泰訳 早川書房 933/BR

特集：月面着陸から50年　今、宇宙を望む
期間：令和元年5月30日～7月31日
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0003103928 SFが読みたい! 2010年版 SFマガジン編集部編 早川書房 902.3/SF/2010
0003127893 月のきほん : moon guide 白尾元理著/はやのんイラスト 誠文堂新光社 446/SH
0003127900 天文 (ダイナミック地球図鑑) M. A. ガーリック著 新樹社 440/GA
0003136310 下町ロケット 池井戸潤著 小学館 913.6/IK
0003164305 宇宙の謎 : 65の発見物語 ポール・マーディン[著]/冨永星訳 岩波書店 440.2/MU
0003164369 はやぶさ世界初を実現した日本の力 : 描かれざる想いと真実 川口淳一郎著 日本実業出版社 538.9/KA
0003165339 サイエンス・クエスト科学の冒険 : 宇宙の生命、死の意味、数の世界 アイリック・ニュート著/枇谷玲子訳 NHK出版 404/NE

0003166676 宇宙の技術大研究 : 暮らしに生かされている
 : 体温計・寝具からカーナビまで

どりむ社編集 PHP研究所 538.9/DO

0003166836 宇宙科学入門 第2版 尾崎洋二著 東京大学出版会 440/OS
0003178336 冥王星を殺したのは私です マイク・ブラウン著/梶山あゆみ訳 飛鳥新社 445.9/BR
0003206497 ファー･アウト : 銀河系から130億光年のかなたへ マイケル･ベンソン著/檜垣嗣子訳 新潮社 443.6/BE
0003206559 スターゲイザー : アマチュア天体観測家が拓く宇宙 ティモシー･フェリス[著]/桃井緑美子訳 みすず書房 442/FE
0003215530 イプシロン・ザ・ロケット: 新型固体燃料ロケット、誕生の瞬間 西澤丞写真 オライリー･ジャパン 538.93/NI
0003215674 宇宙ステーション入門 第2版 狼嘉彰[ほか]著 東京大学出版会 538.95/OK
0003216297 2001 : a space odyssey (Penguin readers:level 5) edited by Arthur C. Clarke/retold by David Maule Pearson Education 837.7/CL
0003217623 日本のロケット真実の軌跡 宮川輝子著 ルネッサンス・アイ 538.93/MI
0003218068 地球外生命 : われわれは孤独か (岩波新書:新赤版 1469) 長沼毅, 井田茂著 岩波書店 080/IW-4/1469
0003220282 創造性の宇宙 : 創世記から情報空間へ 伊藤俊治[ほか]執筆/石原剛一郎編集 工作舎 704/IT
0003227692 ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい クリスティン・バーネット著/永峯涼訳 KADOKAWA 936/BA
0003229294 宇宙機の熱設計 大西晃他編 名古屋大学出版会 538.9/OO
0003229981 世界の歴史を変えた日1001 ピーター・ファータド編集/荒井理子 [ほか] 訳 ゆまに書房 209/FU
0003234044 宇宙はなぜこのような宇宙なのか : 人間原理と宇宙論 (講談社現代新書:2219) 青木薫著 講談社 080/KO/2219
0003234080 宇宙生物学で読み解く「人体」の不思議 (講談社現代新書:2226) 吉田たかよし著 講談社 080/KO/2226
0003238588 超・宇宙を解く : 現代天文学演習 福江純, 沢武文編 恒星社厚生閣 440/FU
0003241012 グリニッジ天文台が選んだ絶景天体写真 寺門和夫翻訳 パイインターナショナル 440.8/MO
0003242368 インフォグラフィックで見る138億年の歴史 : 宇宙の始まりから現代世界まで ヴァレンチナ・デフィリッポ, ジェイムズ・ボール著/北川玲訳 創元社 209/DE

0003245494 ブライアン・コックス宇宙への旅 : BBC科学ドキュメンタリーより
ブライアン・コックス, アンドルー・コーエン著
/渡辺滋人, 中里京子訳

創元社 440/CO

0003260517 まぎらわしい現実の大図鑑 アンドレア・ミルズ著/喜多直子訳 東京書籍 400/MI
0003260526 信じられない現実の大図鑑 ドーリング・キンダースリー編/こどもくらぶ訳 東京書籍 400/DO
0003265254 Next world : 未来を生きるためのハンドブック NHKスペシャル「NEXT WORLD」制作班編著 NHK出版 404/NH
0003270657 宇宙の謎と不思議大事典 : 最新画像でここまでわかった! 洋泉社 440/UC

0003271038 「はやぶさ」 : 2つのミッションを追って
 : "HAYABUSA"ミッション9年間のドキュメント

上坂浩光著 誠文堂新光社 538.9/KO

0003285943 Space camp pbk. (Galaxy Zack:#14) edited by Ray O'Ryan/illustrated by Jason Kraft Little Simon 837.7/GA/14
0003287812 Monsters in space! pbk. (Galaxy Zack:#4) edited by Ray O'Ryan/illustrated by Colin Jack Little Simon 837.7/GA/4
0003290711 系外惑星と太陽系 (岩波新書:新赤版 1648) 井田茂著 岩波書店 080/IW-4/1648

0003306198 星のきほん : ゆかいなイラストですっきりわかる
 :星はなぜ光る?素朴な疑問から知る星と宇宙の話

駒井仁南子著 誠文堂新光社 443/KO

0003306205 星座の図鑑 : 星座の探し方と神話がわかる 沼沢茂美, 脇屋奈々代著 誠文堂新光社 443.8/NU
0003306509 宇宙のつくり方 ベン・ギリランド著/真貝寿明, 鳥居隆訳 丸善出版 443.9/GI
0003308272 Cakes in space /edited by Philip Reeve and Sarah McIntyre Oxford University Press 837/RE

0003310012 Can you survive an alien invasion? : an interactive doomsday adventure
/edited by Blake Hoena/illustrated by Paul Fisher Johnson (You choose books) Raintree 837/HO

0003310049 Space, stars and slimy aliens (Horrible science) edited by  Nick Arnold and Tony De Saulles Scholastic 837/AR
0003323233 星屑から生まれた世界 : 進化と元素をめぐる生命38億年史 ベンジャミン・マクファーランド著/渡辺正訳 化学同人 461/MC
0003331342 図解眠れなくなるほど面白い宇宙の話 日本文芸社 440/WA
0003331397 図解眠れなくなるほど面白い相対性理論 大宮信光著 日本文芸社 421.2/OM

0003331557 New scientist起源図鑑
: ビッグバンからへそのゴマまでほとんどあらゆることの歴史

グレアム・ロートン著/ジェニファー・ダニエル絵
/佐藤やえ訳

ディスカヴァー･トゥエンティ
ワン

033/LA
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