
№ 書名 著者名 出版社 出版年

1
かこさとし・ほしのほん
4　ふゆのほし

かこ さとし／著 偕成社 1985

2 四季の星座図鑑 藤井 旭／著 ポプラ社 2018

3
スプーンぼし(ほくとしちせい)と
おっぱいぼし(カシオペア座)

八板 康麿／写真と
文

福音館書店 1995

4
星座をさがそう　科学のアルバム 天
文・地学6

藤井 旭／著 あかね書房 2005

5 星座を見つけよう　科学の本
H・A・レイ／
文・絵

福音館書店 1980

6
流れ星・隕石　科学のアルバム 天
文・地学16

藤井 旭／著 あかね書房 2005

7
ビジュアル宇宙をさぐる!　1　星空
の観測

渡部 潤一／監修 ポプラ社 2012

8
藤井旭の天文年鑑　2018年版　ス
ターウォッチング完全ガイド

藤井 旭／著 誠文堂新光社 2017

9 星・星座　学研の図鑑LIVE
藤井 旭／監修・執
筆

学研プラス 2017

10
星空の大研究　2　星座の神話から
観察まで　天体について知る

藤井 旭／著 岩崎書店 2013

11
星空の大研究　4　星座の神話から
観察まで　季節の星座を観る

藤井 旭／著 岩崎書店 2013

12
星と宇宙のふしぎ109　プラネタリ
ウム解説員が答える天文のなぜ

永田 美絵／著 偕成社 2010

13 星と星座をみつけよう 森 雅之／著 誠文堂新光社 2014

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県立中央図書館児童資料室作成

星座を見つけよう
冬の夜空は空気が澄んでいるため、星をきれいに見ることができます。
今年は、１２月１４日頃にふたご座流星群が見られるかもしれません。
この機会にぜひ星を眺めてみませんか？

児童資料室では、星空観察に役立つ本や星・星座の神話が書かれた本、星を
テーマにした絵本や物語などを展示します。

■展示期間■ 2018年12月8日（土）～2019年1月17日（木）
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14 星と月のコレクション 林 完次／著 フレーベル館 2004

15
星空を届けたい　出張プラネタリウ
ム、はじめました!

高橋 真理子／文 ほるぷ出版 2018

16
星は友だち!はじめよう星空観察　双
眼鏡でも楽しめる!初心者のためのや
さしい天体ガイド

永田 美絵／著 NHK出版 2015

17 よむプラネタリウム冬の星空案内 野崎 洋子／文 アリス館 2016

18
リボンのかたちのふゆのせいざオリ
オン

八板 康麿／写真と
文

福音館書店 1991
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1 おはなし星座館　[4]　冬 林 完次／著 ぎょうせい 1992

2
彗星と流れ星の星ものがたり　彗星
と流れ星の神話を楽しもう

藤井 旭／著 誠文堂新光社 1994

3
星座と星座神話　星空観察がグッと
楽しくなる

沼澤 茂美／著 誠文堂新光社 2006

4 星と星座の伝説　冬 瀬川 昌男／著 小峰書店 2008

5 星の神話・伝説図鑑 藤井 旭／著 ポプラ社 2018

6
星空の大研究　1　星座の神話から
観察まで　星座の神話を探る

藤井 旭／著 岩崎書店 2013

№ 書名 著者名 出版社 出版年

1 おほしさまかいて!
エリック=カール／
さく

偕成社 1992

2
お星さまのいるところ　ノラとおも
ちゃとお星さま

市川 里美／作 偕成社 1988

3 おやすみ、わにのキラキラくん
カズコ・ストーン
／さく

福音館書店 1993

4 ながれ星のよる たむら しげる／作 リブロポート 1996

5 ハイワサのちいさかったころ

ヘンリー・ワズ
ワース・ロング
フェロー／ぶん
エロール・ル・カ
イン／え

ほるぷ出版 1989

6
ヒマラヤのふえ　昔ヒマラヤのふも
とクマオンというところでうたわれ
ていた物語

A.ラマチャンドラ
ン／さく・え

木城えほんの郷 2003
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7
ふしぎな流れ星　タンタンの冒険旅
行 2

エルジェ／作 福音館書店 1983

8 星どろぼう

アンドレア・ディ
ノト／ぶん アーノ
ルド・ローベル／
え

ほるぷ出版 2011

9 ほしになったりゅうのきば 君島 久子／再話 福音館書店 1977

10 星のふる森
渡 洋子／文  かす
や 昌宏／絵

あすなろ書房 1989

11 わがままなながれぼし
間瀬 なおかた／
作・絵

フレーベル館 1996

№ 書名 著者名 出版社 出版年

1 イシスの灯台守
モニカ・ヒューズ
／作

すぐ書房 1986

2 精霊の木 上橋 菜穂子／作 偕成社 2004

3 風にのってきたメアリー・ポピンズ
P.L.トラヴァース
／作

岩波書店 2000

4 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／作 岩波書店 1986

5 ちびっこカムのぼうけん 神沢 利子／作 理論社 1999

6 双子の星 宮沢 賢治／作 偕成社 1987

7 星の王子さま
サン=テグジュペリ
／作

岩波書店 2000

8 星のひとみ
サカリアス・トペ
リウス／作

岩波書店　 1979

9 北極星を目ざして　ジップの物語
キャサリン・パ
ターソン／作

偕成社 1998

10
ムーミン童話全集　1　ムーミン谷
の彗星

トーベ・ヤンソン
／作・絵

講談社 1990

11 よだかの星 宮沢 賢治／作 パロル舎 1995
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