
 
第102回 常設展示 

 

 

☆心の月から宇宙の月へ☆ 
―月をみる・月にたくす・月へゆく― 

 

平成11年8月31日～9月24日 
 
 
 

「月」といわれたら、あなたはなにを連想しますか？ 

お月見、かぐや姫、スペースシャトル、月にまつわるさまざまなお話…。 

月は昔から、太陽と共に、私たちになじみの深い天体として親しまれてきました。 

今回の展示では、わたしたちにとっての月を、月をみる・月にたくす・月へゆく、の 3 つ

の面からからご紹介します。 

今年は月着陸から 30 年。 

私たちの月に対する想いは、どのように変わってきたのでしょうか。 

たまには夜空を眺めながら、月に思いを馳せてみるのもいいかもしれません。 

―あなたは最近、どんな月を見ましたか？― 

 

展示資料一覧 
 

< >内は当館請求記号 

１.月をみる 

ふと夜空を見あげることから始まり、生活の知恵の一つとして発達した天体観測は、そ

の後、科学の進歩によって、さまざまなことがわかるまでになりました。人々は、どのよ

うにして、この身近な天体・月の姿に迫ろうとしたのでしょうか。 

 
１. 月の本 

林完次写真 林望［ほか］文 京都 光琳社出版 1997.12 <MB75-G5> 

 
２. The Face of Moon 

Ashworth, William B. <MB75-A6> 
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Bradley, Bruce Kansas City, Mo Linda Hall Library 1989 

 
３. 月面とその観測 

中野繁 東京 恒星社厚生閣 1970 <MB75-3> 

 
４. 太陽と月の星ものがたり 

藤井旭著 東京 誠文堂新光社 1994.1 <Y11-5353> 

 
５. 月面ガイドブック 小望遠鏡と小型カメラによる月面の観測 

高橋実 東京 誠文堂新光社 1974 <MB75-6> 

 
６. 月の地質学 天文と地質をつなぐ宇宙の探究 

小森長生 東京 築地書館 1971 <MB75-4> 

 
７. 藤井旭の月面観測教室 

藤井旭 東京 誠文堂新光社 1980.12 <MB75-13> 

 

８. 月人工天体説 

久保智洋 東京 大陸書房 1977 <MB75-8> 

 

９. それでも月に何かがいる 

ジョージ.H.レオナード著 宮祐二訳 東京 啓学出版 1978.8 <MB75-11> 

 

10. 月の先住者 

ドン・ウィルソン著 大島和子訳 東京 たま出版 1983.7 <MB75-14> 

 
11. 第 3 回惑星科学フロンティア・セミナー集録「月の起源」 

兵庫県立西はりま天文台 兵庫 1994 <MB75-G3> 

 

 

２.月にたくす 

古来より、ながきにわたって月を観てきた人々は、そこにさまざまな伝説や力を見出し、

生活する上で、密接な関わりを持つようになりました。多くの資料から、月が単なる天体

としてだけでなく、人々の心を託す存在として、崇められたり、畏れられたり、親しまれ

てきた様子がうかがわれます。ここでは、人々が描いてきた、内なる月を紹介します。 
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＜お月見と信仰＞ 
12. こんやはおつきみ 

谷真介作 北田卓史絵 東京 金の星社 1980.1 <Y17-7355> 

 

13. おつきみこびとのおはなし 

まついのりこさく 東京 童心社 1986.4 <Y18-2017> 

 

14. 十八夜さまのこと 

奥村幸雄 1970 <GD33-47> 

 

15. 月と太陽 

土浦市立博物館 土浦 土浦市立博物館 1992.8 <GD33-E342> 

 

＜月の民話・神話・伝説＞ 
16. 月へいった女の子 

鈴木トミエ絵・文 札幌 北海道出版企画センター 1986.3 <Y8-3724> 

 

17. 死と性と月と豊穣 世界の女性史 1 

クネヒト・ペトロ［等］共著 <EF71-37> 

大林太良編 東京 評論社 1975 

 

18. 月の魔力 

アーノルド.L.リーバー著 藤原正彦／藤原美子訳 東京 東京書籍 <MB19-43> 

 

19. 月の子アカナー 

下嶋哲朗文・絵 東京 岩崎書店 1978.9 <Y17-6012> 

 

20. 月からのシグナル 

根本順吉著 東京 筑摩書房 1995.8 <MB75-G1> 

 

21. 月をかじる犬 

君島久子 筑摩書房 1984.7 <Y8-1806> 

 

22. 女性の神秘 

M.エスター・ハーディング著 樋口和彦，武田憲道訳 大阪 創元社 1985.8 

 <HK71-38> 
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＜月と文学＞ 
23. 月と文学 

日本文学風土学会編著 東京 教育出版センター 1977.4 <KG748-97> 

 

24. 月世界大全 太古の神話から現代の宇宙科学まで 

ダイアナ・ブルートン著 鏡リュウジ訳 東京 青土社 1996.11 <MB75-G2> 

 

＜描かれた月＞ 
25. ぼくのともだち、おつきさま 

アンドレ・ダーハン作 東京 架空社 1988.3 <Y18-4045> 

 

26. 月夜のこどもたち 

ジャニス＝メイ＝アドレー文 <Y17-9855> 

モーリス＝センダック絵 

岸田衿子訳 東京 講談社 1983.12 

 

27. おかしな家族 

ジャン・コクトー文・デッサン 高橋洋一訳 東京 講談社 1994.6 

 <KR153-E29> 

 

28. おつきさまこんばんは 

林明子さく 東京 福音館書店 1986.6 <Y18-1997> 

 

29. 月の夜に 

竹下育男 東京 小学館 1999.4 <MB75-G7> 

 

30. 『絵の中の月』 

「芸術新潮」1988年10月号 東京 新潮社 1988 <Z11-97> 

 

 

３.月へゆく 

長い間、月を見、さまざまな思いを託してきた人々にとって、月へゆくことは、昔々か

らの夢でした。それが今や、現実のものとなりつつあります。 

夢が現実になるまでを追ってみました。 

－ 4 － 



第102回 常設展示 

 

31. かぐや姫 

まんが日本昔ばなし8 東京 講談社 1984.1 <Y8-2013> 

 
32. 月のコロニー 

D.S.ハラシー著 平井正則，谷川清隆共訳 東京 共立出版 1971 <MB75-5> 

 

33. 月の科学 

竹内均，伊佐喬三著 東京 日本放送出版協会 1978.2 <MB75-9> 

 

34. 月に生きる 

ローレンス・マイサク著 久住忠男訳 東京 時事通信社 1968 

 <446-cM23t-K> 

 

35. 月着陸第 1 号 アポロ写真集 

朝日新聞社，AP通信社編 東京 朝日新聞社 1969 <M87-4> 

 

36. 月を出た兎さん 

きぐちよしかず［他］ 関西図書出版 1992.2 <Y18-6572> 

 

37. 月世界探険 

エルジェ作 川口恵子訳 東京 福音館書店 1991.7 <Y16-7782> 

 

38. 月からきたうさぎ 

みなみらんぼう［他］ 学習研究社 1993.7 <Y18-8108> 

 

39. Life in Space 

Life in Space Book inc. 東京 西武タイム 1984.1 <M87-16> 

 

40. 『月を目指せ アポロから月面基地計画まで』 

「Newton」別冊 東京 ニュートンプレス 1999.2 <Z14-894> 

 

４.最後に… 

「月には、親の代、そのまた親の、ずっとずっと前の代から、いろんな事柄を埋めてき

たようだ。アポロは記念板を置いてきたというけれど、それは今日のはなし、私たちは昔々
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から、あそこへさまざまな無形の記念をうめている。たぶんそれらは古びて、塵になって

積もっているのだろう―――いくとせ散らぬという月の塵に。」 

 

41. 月の塵 

幸田文著 東京 講談社 1994.4 <KH274-E10> 

＊この資料は、スペースの都合上、実際に展示しておりません。引用のみです。 

 

 
参考文献リスト 

＊このリストでは、企画の際に参考にした文献を紹介します。展示はされていません。 

 
１. 月 

一戸直蔵著 東京 裳華房 1909 <YDM56189> 

 
２. 太陽と月 

松平道夫著 東京 而立社 大正14 <527-71> 

 
３. 図説・月面ガイド 観察と撮影 

白尾元理，佐藤昌三共著 東京 立風書房 1987.12 <MB75-E1> 

 
４. 写真で見る月面観測 

天文ガイド編 東京 誠文堂新光社 1968 <446.4-Se118g> 

 
５. 地球及び月の誕生 惑星の成因 

小屋寿著 相模原 〔小屋寿〕 1975 <ME31-30> 

 
６. 月 写真集 

小尾信弥訳 東京 朝倉書店 1978.5 <MB75-10> 

 
７. 日本民俗文化大系 第 2巻 太陽と月 古代人の宇宙観と死生

観 

谷川健一〔ほか〕著 小学館 1994.11 <GD1-E233> 

 
８. 世界の太陽と月と星の民話 

日本民話の会外国民話研究会編 三弥井書店 1997.6 <KE222-G2> 
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９. 百分の一科事典・月 

スタジオ・ニッポニカ編 東京 小学館 1998.1 <MB75-G6> 

 
10. 月占い あなたの未来バイオリズムがわかる 

ムーン村本 東京 日本文芸社 1995 <HR511-G10> 

 
11. 月の癒し 

ヨハンナ・パウンガー 東京 飛鳥新社 <HR511-G481> 

 
12. 美しき月ものがたり 

草下英明著 東京 三笠書房 1970 <MB75-1> 

 
13. 「満月と魔力」の謎 

黒木月光著 東京 二見書房 1994.2 <MB19-E112> 

 
14. 月の謎とノアの大洪水 

飛鳥昭雄，三神たける著 東京 学習研究社 1994.1 <ME19-E30> 

 
15. 月光浴 

石川賢治著 東京 小学館 1990.11 <YQ11-802> 

 
16. おつきさまのとおるみち 

香山美子作 末崎茂樹絵 東京 教育画劇 1993.8 <Y18-8273> 

 
17. わすれん星へいった月 

片岡輝さく 小島武え 東京 理論社 1976.12 <Y7-5761> 

 
18. お月さまの話 

内田莉沙子訳 上矢津絵 東京 講談社 1977.12 <Y7-6492> 

 
19. めざすは月 

エルジェ作 川口恵子訳 東京 福音館書店 1991.4 <Y16-7780> 

 
20. おつきみっておいしいね 

きむらゆういち作 ふゆのいちこ絵 東京 教育画劇 1997.8 <Y17-M98-99> 
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21. まんまるおつきみお月さま 

アン・ハンターさく 山口文生やく 東京 評論社 1998.11 <Y18-M99-155> 

 
22. 月へいったうさぎ 

谷真介文 赤坂三好絵 佼成出版社 1991.8 <Y18-5931> 

 
23. ザ・スペースエイジ NHK サイエンススペシャル 

NHK取材班著 東京 日本放送出版協会 1992～1993 <NC161-E58> 

 
24. 月への歩み 

橋本勇著 東京 アート出版社 1969 <NC161-4> 

 
25. 宇宙のコロンブス 

読売新聞社社会部編 東京 鱒書房 1956 <538.09-Y752u> 

 
26. われら月面に立つ 写真記録 

東京 講談社 1969 <M87-5> 

 
27. 月着陸 

ヘルベルト.J.ピヒラー著 菊池武弘等訳 東京 講談社 1969 <M87-6> 

 
28. 2020 年日本人の月移住計画はもう始まっている 

 ―旅行、仕事、暮らしの完全予測― 

岩田勉著 東京 CBS・ソニー出版 1990.11 <NC161-E25> 

 

 

 

 

 

 

 

国立国会図書館 03-3581-2331(代) 

ホームページアドレス http://www.ndl.go.jp 

 

■国立国会図書館■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■03(3581)2331■ 
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