
シリーズ名 タイトル 作者：文 作者：絵 出版社

「はやぶさ」がとどけたタイムカプセル 山下美樹 文渓堂

大型絵本 1000の星のむこうに アネッテ・ブライ アネッテ・ブライ 岩波書店

100万ってどれくらい？ デビット・Ｍ．シュワルツ スティーブン・ケロッグ 文研出版

そうえんしゃ・日本のえほん 4こうねんのぼく ひぐち ともこ 草炎社

L'UNIVERS Heather Couper David Pelham Albin Michel

ＺＯＯＭ イシュトバン・バンニャイ イシュトバン・バンニャイ ブッキング

愛は空いっぱいのお星さま デビー・グリオリー 評論社

アトラスキッズ宇宙地図 ロビン・スキャゲル 主婦の友社  

いがぐり星人 グリたろう 大島 妙子 あかね書房

あかね創作絵本 いたずらラッコとおなべのほし 神沢利子 長新太 あかね書房

いってかえって星から星へ 佐藤 さとる 田中 清代 ビリケン出版

いつでも星を メアリ・リン・レイ ブロンズ新社

いのちのいれもの 小菅正夫 堀川 真 サンマーク出版

福音館の科学シリーズ いのちのつながり 中村運 佐藤直行 福音館書店

いのちのまつり　ヌチヌグスージ 草場一壽 平安座資尚 サンマーク出版

たくさんのふしぎ いろいろいろいろ 新谷雅弘 新谷雅弘 福音館書店

うたがいのつかいみち 清水哲郎 飯野和好 福音館書店

福音館の科学シリーズ 宇宙 加古里子 福音館書店

うちゅう コラチェク,マリー ラチィク,オリビエ 主婦の友社

天文・宇宙の科学 宇宙開発 山田 陽志郎 大日本図書

宇宙たんけんたい　６ 宇宙人っているの？ フランクリン・Ｍ．ブランリー 神鳥銃夫 小峰書店

たくさんのふしぎ 宇宙人に会いたい 河崎行繁 横山三七子 福音館書店

うちゅうじんはパンツがだいすき クレア・フリードマン 中川ひろたか 講談社

うちゅうたまご 荒井良二 荒井良二 イースト・プレス

未来をひらく最先端科学技術　６ 宇宙で人はくらせるの？ 岩崎書店

宇宙の地図 観山正見 朝日新聞出版

宇宙の地図 観山正見 朝日新聞出版

新訂版やさしい天体かんさつ　２ うちゅうの話 藤井旭 金の星社

うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン バイロン・バートン
インターコミュニケー
ションズ

宇宙へのまなざし 丸善株式会社

宇宙旅行 イアン・グラハム 大日本絵画



宇宙をみたよ！ 改訂版 松田素子 偕成社

えほんはともだち　11 うまれてきた子ども 佐野洋子 佐野洋子 ポプラ社

たくさんのふしぎ エネルギー 池内了 スズキコージ 福音館書店

福音館の科学シリーズ エネルギーって なんだろう
キンバリー・ブルベイカー・
ブラッドリー

ポール・マイゼル 福音館書店

おおきくおおきくおおきくなると 佐藤 ひとみ 谷口靖子 福音館書店

おかえりなさい　はやぶさ 講談社

おそらにはてはあるの？ 佐治晴夫 井沢洋二 玉川大学出版部

おとうさんびっくり 広瀬克也 広瀬克也 絵本館

おばあちゃんの時計
ジェラルディン・マッコー
リーン

スティーブン・ランバート 評論社

おばけのうちゅうりょこう ジャック・デュケノワ ほるぷ出版

親子で読もう 宇宙の歴史 池内 了 小野 かおる 岩波書店

おやすみなさい リーヴ・リンドバーグ ジル・マックエルマリー アリス館

日本の民話えほん　第2集　１９ かぐやひめ 岩崎京子 長野ヒデ子 教育画劇

宇宙たんけんたい　４ 火星 フランクリン・Ｍ．ブランリー 神鳥銃夫 小峰書店

日本傑作絵本シリーズ 風の星 新宮　晋 新宮　晋 福音館書店

かぜはどこへいくの シャーロット・ゾロトウ ハワード・ノッツ 偕成社

０．１．２．えほん きたきた うずまき 元永定正 元永定正 福音館書店

きみの町に星をみているねこはいないかい？ えびなみつる えびなみつる 架空社

別冊家庭画報 こども宇宙・天文新聞 世界文化社

かがくのとも このよでいちばんはやいのは
原作ロバ－トフロ－マン天
野祐吉

あべ弘士 福音館書店

さんすううちゅうじんあらわる かわばた ひろと 高畠 那生 講談社

考える絵本 死 谷川 俊太郎 かるべ めぐみ 大月書店

じかんが どんどん ジェームズ・ダンバー 評論社

福音館の科学シリーズ しゃっくり1かい1びょうかん ヘイゼル・ハッチンス
ケイディ・マクドナルド・
デントン

福音館書店

ふしぎだな知らないこといっぱい シロナガスクジラより大きいものっているの？ 評論社

ステラのほしぞら メアリー＝ルイーズ・ゲイ 光村教育図書

せんねんまんねん まどみちお 柚木沙弥郎 理論社

せんをたどって　せかいいっしゅう ローラ・ユンクヴィスト ローラ・ユンクヴィスト 講談社

大型絵本　科学ってすごい 空のひしゃく北斗七星 E.C.クラップ 岩波書店

大解明　宇宙飛行士 岡田 茂 汐文社

チャレンジミッケ！　９ タイムトラベル ウォルター・ウィック 小学館



こども天文検定；2 太陽系 ほるぷ出版

めくりしかけえほん 太陽系のふしぎ イーサン サフリュー 大日本絵画

ふしぎだな知らないこといっぱい チーターよりはやくはしるのはだあれ？ 評論社

チックタック　じかんってなあに ベス・ユーマン・グレイク ハーベイ・ワイス 偕成社

ちび象ランディと星になった少年 ごとう　やすゆき 大和出版

ふしぎだな知らないこといっぱい チビトガリネズミより小さいもの　なあんだ？
ロバート・E．ウェルズ、せ
なあいこ,

評論社

月へ ブライアン・フロッカ 偕成社

たくさんのふしぎ 月へ行きたい 福音館書店

つながってる！ いのちのまつり 草場一壽 平安座資尚 サンマーク出版

こどものとも傑作集 てんのくぎをうちにいったはりっこ 神沢利子 堀内誠一 福音館書店

天文キャラクター図鑑 天文学 ダン・ブリーン サイモン・バシャー 玉川大学出版部

のびのびえほん　第2期　２０ とおい星からのおきゃくさま もいちくみこ こみねゆら 岩崎書店

福音館の単行本 とき 谷川俊太郎 太田大八 福音館書店

土星の輪 榊原廣之 榊原廣之 福音館書店

地球たんけんたい　１ とべ！　宇宙船“地球号” パトリシア・ローバー ホリー・ケラー リブリオ出版

 トムテ リードベリ ウィーベリ 偕成社

どんぐりロケット 早川 純子 ほるぷ出版

なきすぎてはいけない 内田 麟太郎 たかす　かずみ 岩崎書店

たくさんのふしぎ なぜまるい？ 木下是雄 写真・今村昌昭 福音館書店

科学まんが宇宙論　3 ニュートン・アインシュタイン号の大航海 えびなみつる 旬報社

あかねのピクチャーブックス１ ネズミのヒコーキ たむらしげる たむらしげる あかね書房

はじめてのうちゅうえほん 的川泰宣 てづかあけみ ピエ・ブックス

いまむかしえほん 花さかじい 広松由希子 堀川理万子 岩崎書店

パノラマえほん うちゅうといのち 高田裕行 かんばこうじ 旬報社

パパが宇宙をみせてくれた ウルフ・スタルク エヴァ・エリクソン ＢＬ出版

はるかなる宇宙 ジャン・ピエール 評論社

たばたせいいちの絵本 ひ・み・つ たばたせいいち たばたせいいち 童心社

大型創作絵本 ひさの星 斉藤隆介 いわさきちひろ 岩崎書店

単行本絵本 ふたりだけのキャンプ 松居友 西山史真子 童心社

ボイジャーくん 遠藤 賢司 荒井良二 白泉社

かこさとし　かがくの本  １ ぼくのいまいるところ 新版 かこさとし 太田大輔 童心社

 ほしにむすばれて 谷川 俊太郎 えびなみつる 文研出版

岩波ジュニア新書 星のかけらを採りにいく 矢野 創 岩波書店



星の使者-ガリレオ・ガリレイ ピーター・シス ピーター・シス 徳間書店

新訂版やさしい天体かんさつ　５ 星のたんじょう 藤井旭 金の星社

絵本の時間　13 ほたるの星 松田もとこ 宮本忠夫 ポプラ社

のびのびえほん＜第1期＞ ほろづき 沢田としき 沢田としき 岩崎書店

絵本・こどものひろば みみずのオッサン 長新太 長新太 童心社

おはなし名作絵本　11 むささび星 今西佑行 斉藤博之 ポプラ社

（メグとモグのおはなし） メグつきにいく ヘレン・ニコル ヤン・ピエンコフスキー 偕成社

もくようびはどこへいくの？ ジャニーン・ブライアン
スティーブン・マイケル・
キング

主婦の友社

もこ　もこもこ 文研出版

ロケットを飛ばそう　３ もっと知りたい！ロケットの歴史と未来 長野伸江 理論社

ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック フレーベル館

宮沢賢治のおはなし よだかの星 宮沢賢治 村上康成 岩崎書店

たくさんのふしぎ 夜へ行こう 中野純 中野和人 福音館書店

よろこびの木 アストリッド・リンドグレーン スヴェン・オットー・S 徳間書店

レアの星ー友だちの死ー パトリック・ジルソン クロード・Ｋ・デュボア くもん出版

岩波の子どもの本 ろけっとこざる　改版 H・A・レイ H・A・レイ 岩波書店

わたしはガリレオ ボニー クリステンセン さ・え・ら書房

宇宙 ニコラス・チータム 河出書房新社

天文・宇宙の科学 宇宙・銀河系外 渡部 潤一 大日本図書

みるずかん・かんじるずかん＜銀の本＞ 宇宙のアルバム 森本雅樹，岡村定矩 福音館書店

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？

宇宙のなぜ？ ナムーラミチヨ 偕成社

ビジュアル雑学図鑑 宇宙のはかり方 縣　秀彦 グラフィック社

宇宙・地球・いのちのはじまり　１ 宇宙の始まりから太陽系が生まれるまで 榎田政隆 理論社

宇宙の迷路 香川 元太郎 香川元太郎 PHP研究所

ビジュアル版 宇宙の旅 ジャイルズ・スパロウ 岩崎書店

子供の科学・サイエンスブックス 宇宙の旅 的川泰宣　著 誠文堂新光社

まどさんの詩の本 宇宙はよぶ まど・みちお 長新太 理論社

宇宙空間 キャロル・ストット 大日本絵画

宇宙人のしゃしん ニール・レイトン まつかわ まゆみ 評論社

宇宙船プロキシマ号の伝説 ブライアン グリーン あすなろ書房

教えて！２１世紀星空探検隊1 宇宙探検 藤井旭 偕成社

宇宙飛行士大図鑑 PHP研究所

遠くをみたい 寮美千子 東逸子 パロル舎



ピクチャーアトラスシリーズ 絵でみる宇宙大地図 ヒーザー・クーパー 同朋舎出版

絵本<世界>単行本 絵本　星の王子さま サンテグジュペリ 集英社

月へいったうさぎ　九月 谷真介 赤坂三好 佼成出版社

元素図鑑 エイドリアン・ディングル エイドリアン・アダムズ 主婦の友社

天文・宇宙の科学 恒星・銀河系内 渡部 潤一 大日本図書

死のほん ペニラ・スタールフェルト 川上 麻衣子 小学館

時間とは何か 池内 了 ヨシタケ シンスケ 講談社

小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑 池下 章裕 偕成社

宇宙検定１００ : めざせ！スペースマスター 人類の宇宙活動事典. 1 渡辺勝巳　監修 星の環会

宇宙検定１００ : めざせ！スペースマスター 人類の宇宙活動事典. 2 渡辺勝巳　監修 星の環会

宇宙検定１００ : めざせ！スペースマスター 人類の宇宙活動事典. 3 渡辺勝巳　監修 星の環会

宇宙検定１００ : めざせ！スペースマスター 人類の宇宙活動事典. 4 渡辺勝巳　監修 星の環会

増補改訂版 星・星座 藤井 旭　　監修 学研

星どろぼう　新版 アンドレア・ディノト アーノルド・ローベル ほるぷ出版
星が光る四季の星座 クリント＝ハチェット スティーブン＝マーケイシ偕成社 

超はっけん大図鑑　15 星と星座 ポプラ社

星のふる夜に 千住博 冨山房

新装版　科学のアルバム天文・地学編　３ 星の一生 藤井旭 あかね書房

教えて！２１世紀星空探検隊2 星の一生 藤井旭 偕成社

フリズル先生のマジック・スクールバス 星めぐり ジョアンナ・コール ブルース・ディーギン 岩波書店

星磨きウサギ 那須田 淳 吉田稔美 理論社

天文・宇宙の科学 太陽系・惑星科学 渡部 潤一 大日本図書

宇宙たんけんたい ; ３ 太陽系の惑星 フランクリン・Ｍ．ブランリー ケビン・オマリー 小峰書店

大きな大きなせかい かこさとし 偕成社

地球と宇宙のおはなし チョン・チャンフン 山福朱実 講談社

天才レオナルド・ダ・ヴィンチと少年ジャコモ グイド・ヴィスコンティ ビンバ・ランドマン 西村書店

安野光雅の絵本 天動説の絵本 安野光雅 安野光雅 福音館書店

百年の家 J・パトリック・ルイス
ロベルト・インノチェン
ティ

講談社

惑星のきほん: ｐｌａｎｅｔｓ　ｇｕｉｄｅ 室井恭子・水谷有宏 誠文堂新光社


