
平成23年1月20日　　　

請求記号（資料コード）

1 はやぶさ、そうまでして君は （川口 淳一郎／著 宝島社 2010） 538.9/Ｋa92(1108665181)
2 小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 （的川 泰宣／著 PHP研究所 2010） 538.9/Ma72(1108654284)
3 小惑星探査機はやぶさ物語 （的川 泰宣／著 日本放送出版協会 2010） S/538.9/Ma72(1108909407)
4 探査機はやぶさ7年の全軌跡 （ニュートンプレス 2010） 538.9/N93(1108905439)
5 小惑星探査機はやぶさの大冒険 （山根 一眞／著 マガジンハウス 2010） 538.9/Y36(1108647908)
6 はやぶさと宇宙の果てを探る! （二間瀬 敏史／著　洋泉社 2010） 440/Ｆ97（1108912716）
7 小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅 （佐藤 真澄／著  汐文社 2010） 53/ｻﾄ（1200401816）

1 日本の宇宙産業 vol.1 （宇宙航空研究開発機構産業連携センター／編　日経BP企画  2010） 538.09/N71/1(1108630482)
2 日本の宇宙産業 vol.2 （宇宙航空研究開発機構産業連携センター／編　日経BP企画  2010） 538.09/N71/2(1108659929)
3 宇宙飛行士の育て方 （林 公代／著 日本経済新聞出版社 2010） 538.9/H48(1108656255)
4 ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 （大鐘 良一、 小原 健右／著 光文社 2010） S/538.9/O21(1108640275)
5 宇宙飛行士の若田さんと学ぶおもしろ宇宙実験 （日経ナショナルジオグラフィック社　2010） S/538.95/N73(1108913243)
6 宇宙と地球を視る人工衛星100 （中西 貴之／著 ソフトバンククリエイティブ 2010） S/538.9/N38(1108913409)
7 宇宙大航海 （日経サイエンス 2010） 440 4/N97（1108916840）

　　　★ 小惑星探査機「はやぶさ」 ★

　　　★ 宇宙開発と宇宙飛行士 ★

タイトル（著者・出版社・年）

京都府立図書館で

知の宇宙遊泳を！
～所蔵資料等の紹介～

7 宇宙大航海 （日経サイエンス 2010） 440.4/N97（1108916840）
8 夢をつなぐ （山崎 直子／著  角川書店 2010） 538.9/Y48(1108648690)
9 太陽系大紀行 （野本 陽代／著 岩波書店 2010） S/538.94/N94(1108908474)

10 まいど! （青木 豊彦／著 近代セールス社 2009） 538.9/A53(1108913193)
11 宇宙飛行士になった子どもたち （杉山 由美子／著 岩崎書店 2009） 538.9/Su49(1108913227)
12 ロケットと宇宙開発 （学研 2009） 538.9/R63(1108913219)
13 NASAより宇宙に近い町工場 （植松 努／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2009） 538.93/U41(1108913235)
14 国際宇宙ステーションとはなにか （若田 光一／著 講談社 2009） S/538.95/W27(1108582741)
15 NASA （マイケル・ゴーン／著  トランスワールドジャパン 2006） 538.9/G68(1108507185)
16 宇宙日記 （野口 聡一／著 世界文化社 2006） 538.9/N93(1108100510)
17 オンリーワン （野口 聡一／著 新潮社 2006） 538.9/N93(1108350842)
18 「モノ」の仕組み図鑑  1 宇宙探査機・ロケット （スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 2010） 50/ﾊｶ（1200401873）
19 なおこ、宇宙飛行士になる （山崎 直子／著  角川書店  2010） 53/ﾔﾏ（1200401808）
20 宇宙飛行士大図鑑 （PHP研究所／編 PHP研究所 2006） 53/ﾋｴ(1200401881)

1 宇宙のしくみ 星空が語る （藤井 旭／著 誠文堂新光社 2010） 440/F57（1108896224）
2 ハッブル宇宙望遠鏡によるビジュアル宇宙図鑑 （沼澤 茂美／著  誠文堂新光社 2010） 440/N99（1108658186）
3 最新天文百科 （マイケル・A・シーズ、 ダナ・E・バックマン／著 丸善  2010） 440/Se15(1108659085)
4 宇宙への旅 ビジュアル版 （ジャイルズ・スパロウ／著  岩崎書店 2009） E/440/Sp2（1108912773）
5 天文・宇宙開発事典 トピックス古代-2009- （日外アソシエーツ 2009） 440.32/Ｎ71（1108608561）
6 京の宇宙学 （松本 紘／編著　ナノオプト・メディア 2009） K/440.4/Ky（1108601137）

7
ビジュアルハッブル望遠鏡が見た宇宙 （デビッド・デボーキン／著
 日経ナショナルジオグラフィック社　2009）

E/442.3/D66（1108840909）

8 太陽系大地図 （渡部 潤一、 布施 哲治／著 小学館 2009） E/444/Ta25（1108840495）
9 宇宙論入門 （佐藤 勝彦／著 岩波書店 2008） S/443.9/Sa85(1108491950)

10 月のかぐや （JAXA／編 新潮社 2009） 446.4/U25(1108863133)
11 天文学大事典 （天文学大事典編集委員会／編 地人書館 2007） 440.33/Ｔｅ36（1108417047）
12 宇宙に果てはあるの? （池内 了／監修 かもがわ出版 2010） 44/ｳﾁ(1200401857)
13 宇宙 （渡部 潤一／監修 ポプラ社 2007） 44/ｳﾁ(1200401865)

　　　★ 宇宙 ★

京都府立図書館で

知の宇宙遊泳を！
～所蔵資料等の紹介～



　　★所蔵の映像資料★
資料コード 収録時間

1 1500076623 75分

2 1500076607 76分

3 1500076524 41分

4 1500076599 56分

5 1500076615 71分

6 1500076581 30分

7 1500076573 27分

8 1500076516 62分

9 1500076532 50分

10 1500076540 50分

11 1500076557 50分

12 1500076565 50分

13 1500027774 55分

    ★インターネットでの関連サイト★

小惑星探査機「はやぶさ」

　　ＪＡＸＡ　探査機「はやぶさ」 http://www.jaxa.jp/projects/sat/muses_c/index_j.html
　　宇宙科学研究所　探査機「はやぶさ」 http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/missions/hayabusa/index.shtml
　　小惑星探査機「はやぶさ」物語 http://spaceinfo.jaxa.jp/hayabusa/
　　はやぶさ、地球へ http://hayabusa.jaxa.jp/

「はやぶさ カプセル内の微粒子に いて h // j j / /2010/11/20101116 h b j h l

宇宙の旅 -天体観測の歴史と星の素顔- （NHKエンタープライズ/企画制作
2009）

タイトル（企画 制作 発行・年）

すばる望遠鏡と日本の宇宙観測最前線 （NHKエンタープライズ/発行 2008）

月周回衛星「かぐや」が見た月と地球　-地球の出 そして 地球の入り- （NHK
エンタープライズ/発行 2008）

ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙 （NHKエンタープライズ/発行 2007）

小惑星探査機「はやぶさ」の挑戦 -「はやぶさの大いなる挑戦」＆「祈り」- （宇
宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部/製作著作 2007）

３万kmの瞳 （宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部/製作著作 2006）

Ｘ線で輝く灼熱の宇宙 （宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部/製作著
作 2003）

衝突！彗星と小惑星 （ナショナルジオグラフィック/制作 1997）

天体観測 -星空の話- （NHKエンタープライズ/発行 2007）

星空のロマンス -春の夜空の物語- （NHKエンタープライズ/企画制作 2005）

星空のロマンス -夏の夜空の物語- （NHKエンタープライズ/企画制作 2005）

星空のロマンス -秋の夜空の物語- （NHKエンタープライズ/企画制作 2005）

星空のロマンス -冬の夜空の物語- （NHKエンタープライズ/企画制作 2005）

　　「はやぶさ」カプセル内の微粒子について http://www.jaxa.jp/press/2010/11/20101116_hayabusa_j.html

日本や世界の惑星探査プロジェクト
　 宇宙のポータルサイト　”ユニバース” http://www.universe-s.com/science/japan_j.html
　 金星探査機「あかつき」プロジェクト http://www.stp.isas.jaxa.jp/venus/

日本の宇宙開発と施設見学
　　日本の宇宙開発の歴史 http://www.isas.jaxa.jp/j/japan_s_history/index.shtml
　　文部科学省宇宙開発委員会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/uchuu/index.htm
　　種子島宇宙センター http://www.jaxa.jp/visit/tanegashima/index_j.html
　　内之浦宇宙空間観測所（「はやぶさ」発射場） http://www.jaxa.jp/visit/uchinoura/index_j.html

　京都府立図書館では、京都府内に在住・在勤・在学の方
　だけでなく京都府内に隣接している府県にお住まいの方
　へも本を貸出しています。

　●開館時間 火曜日～金曜日　　9：30～19：00
土・日曜日　祝日　9：30～17：00

　●休館日　　 　 月曜日（祝日及び振替休日は開館、翌日が休館）

    毎月第4木曜日　年末年始　
特別整理期間

　　京都府立図書館

　　〒606-8343　京都市左京区岡崎成勝寺町9
　　電話（075）762-4655　ＦＡＸ（075）762-4653
　　ホームページ　http://www.library.pref.kyoto.jp/
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