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小惑星探査機「はやぶさ」は、はるか 3 億 km の彼方・小惑星イトカワへの往復探査を終え、
世界初のサンプル採取を成し遂げて、星のかけらをおくり届けてくれました。
今年京都でカプセルが展示されますが、この機会に、壮大な宇宙についての世界を
書物を通しても訪ねてみませんか。当館所蔵資料からその一部をご紹介します。
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