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資料 公式ロゴマーク
IAU（国際天文学連合）の世界天文年 2009 ワーキンググループおよび世界天文年 2009 日

本委員会では、この記念すべき年の普及のために、このスローガンを取り入れた公式ロゴ

マークを用意しました。世界天文年 2009 の趣旨に賛同し活動を支援する個人あるいは団

体は、商用利用の場合を除き、このロゴマーク等を自由に使用することができます。

　公式ロゴマークはデジタルデータで用意されています。

　世界天文年 2009 ホームページ（日本）にアクセスし、無料素材→ ロゴマーク と進んでください。

○使用にあたってのガイドライン

世界天文年 2009 の趣旨に賛同し活動を支援する個人あるいは団体について、商用利用の場合を• 

除き、原則として自由に使用することができます。

公式ロゴマーク等の使用にあたっては、使用者はその使用目的と内容についての簡単な説明と、• 

使用者についての情報を IYA2009 日本委員会に届け出るようにしてください（使用状況の把握

のためです）。届け出は、世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトの「公式ロゴマーク使用の

届出フォーム」をご利用ください。

世界天文年 2009 日本委員会の事前の許可なく、公式ロゴマーク等の改変を行うことはできませ• 

ん。

商業活動、営利活動を目的とした利用の場合は、事前の許諾を得ずに使用することを一切禁止• 

いたします（事務局へお問い合わせください）。

ウェブサイトに画像を貼り付けてリンクポイントとして使用する場合は、世界天文年 2009 日本• 

委員会ウェブサイトのトップページ（ http://www.astronomy2009.jp/ ）へリンクしていただく

ようにお願いします。
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資料 キャラクターマーク
世界天文年 2009 日本委員会が、国内外での普及活動を目的として用意したガリレオ・ガ

リレイをモチーフにしたマスコットキャラクター「ガリレオくんと仲間たち」のキャラク

ターマーク、およびキャラクターです。

　使用にあたっては、世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトにある「世界天文年 2009

キャラクターマーク、キャラクターの使用に関する規約」をよくお読みください。

　キャラクターマークの色違いのバリエーションは全 25 種類用意されています。ほかに英語表記

のバージョンも存在します。

○使用にあたってのガイドライン（非商用利用）

キャラクターマーク

世界天文年 2009 の趣旨に賛同し活動を支援する個人あるいは団体について、商用利用の場合を• 

除き、原則として自由に使用することができます。

キャラクターマーク（円形のマーク）の使用にあたっては、使用者はその使用目的と内容につ• 

いての簡単な説明と、使用者についての情報を、世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトの

「キャラクター等使用申請」（フォーム）を用いて世界天文年 2009 日本委員会に届け出るように

してください（使用状況の把握のためです）。

キャラクター

キャラクターの使用にあたっては、世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトの「キャラクター• 

等使用申請」（フォーム）を世界天文年 2009 日本委員会におこない、許諾を得る必要があります。

ただし、学術研究・教育活動等の目的および私的使用を目的とした利用の範囲については、原• 

則として使用許諾を得ずに利用することができます。また、世界天文年 2009 の趣旨に則り、天

文学や科学の普及・教育等を目的とした報道・広報利用の場合は、届け出のみで使用できます。

○キャラクターマーク、キャラクターの商業活動、営利活動への利用
商業活動、営利活動を目的とした利用の場合は、事前の許諾を得ずに使用することを一切禁止• 

いたします。

キャラクターマーク、キャラクターの商業活動、営利活動を目的とした利用の場合は、世界天• 

文年 2009 日本委員会ウェブサイトにある「キャラクター等商業営利使用申請書」（PDF または

Word 文書）をダウンロードし、必要事項を記入の上、所定の宛先に郵送をもって提出し、許諾

を得る必要があります。
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資料 リンクバナー
世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトへのリンク用にバナーを用意していますので、

ご利用ください。リンクは原則的に自由に行うことができます。

リンクの際は、本サイトのトップページ（ http://www.astronomy2009.jp/ ）をリンク先として• 

設定してください。

リンクを張った場合は、世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトの「公式ロゴマーク使用の届• 

出フォーム」をご利用の上、リンクを張った旨とそのリンク元の情報をお知らせください。

リンクに際しては、世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトの利用規約 「4. 本サイトへのリン• 

クについて」をよくご覧ください。
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資料 リーフレット／ポスター
リーフレット、ならびにポスターの画像は原則的に自由に出力・掲示することができます。

　改変はしないでください。

　利用にあたっては、、世界天文年 2009 日本委員会ウェブサイトの利用規約 「2. 利用の範囲と利

用条件」をよくご覧ください。

リーフレット（A4 カラー両面）　2008 年 11 月作成版

ポスター（B2 カラー）　2008 年 8 月作成版
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資料 映像
世界天文年 2009 日本委員会のホームページからいくつかの映像素材を利用することもで

きます。

世界天文年 2009 トレーラー（予告編）
　IAU（国際天文学連合）の IYA2009 ワーキンググループが提供する予告編ムービー（Trailer）

の日本語版です（2 分 30 秒、ナレーションなし、日本語字幕）。このトレーラーの字幕には各国語

版があります。また、字幕のないバージョンもあります。いずれも Global Website より入手でき

ます（世界天文年 2009 日本委員会のウェブサイトからリンクが張られています）。各種フォーマッ

ト（QT、MPEG、等）、ファイルサイズが用意されているほか、放送で使用できる高解像度のもの

まで用意されています。

　また、日本語版のサンプルムービーは YouTube でもご覧いただけます。

　この作品の販売、観覧料金の徴収を目的とした上映等の商用利用を禁止します。

プロモーションムービー
　IYA2009 日本委員会企画のオリジナルショートムービー（30 秒）です。世界天文年 2009 日本

委員会のウェブサイトからダウンロードできます。

商用利用の場合を除き、自由にダウンロードしてお使いいただけます。• 

この作品の販売、観覧料金の徴収を目的とした上映等の商用利用を禁止します。• 

サンプルムービーは、YouTube でご覧いただけます。 • 

　上映の際は、次のクレジットを表示するようにしてください。

    企画：世界天文年 2009 日本委員会

    構成：高田裕行

    制作：株式会社ホットスター　唐崎健嗣

    編集：Alexandre Bouquin

    サウンドロゴ：近藤秀将

    曲：Overload（Talamasca/Mindcontrol Records）

その他の映像素材
　世界天文年 2009 の Global Website にも数多くの映像素材や映像コンテンツがあります。いず

れも、当該サイトの利用規約にしたがってご利用いただけます。

　またこれらとは別に、民間のプロダクションなどが世界天文年に関連する映像を独自に企画・制

作・配給している例もあり、インターネット上でサンプルを閲覧できるものもあります。
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資料 公認書籍一覧
2009 年 1 月 9 日現在の公認書籍の一覧です（筆頭著者あるいは監修・訳者の五十音順）。

物質の宇宙史    青木和光   新日本出版社

｢宇宙｣ の地図帳    縣秀彦・監修  青春出版社

｢太陽系｣ の地図帳    縣秀彦・監修  青春出版社

こども天文検定　月と太陽   縣秀彦   ほるぷ出版

こども天文検定　星と銀河   縣秀彦   ほるぷ出版

こども天文検定　太陽系   縣秀彦   ほるぷ出版

宇宙の進化がわかる事典   縣秀彦・監修  PHP 研究所

月の大研究    縣秀彦・監修  PHP 研究所

天文学者はロマンティストか ?知られざるその仕事と素顔 縣秀彦   日本放送出版協会

太陽からの光と風 ―意外と知らない ? 太陽と地球の関係 秋岡眞樹   技術評論社

天文手帳 2009    浅田英夫　石田智  地人書館

サイエンス・アイ新書『宇宙の新常識 100』 荒舩良孝   ソフトバンククリエイティブ

最新 宇宙学 －研究者たちの夢と戦い－  粟野諭美・福江純 共編 裳華房

すばる望遠鏡    家正則   岩波書店

地球と宇宙の小事典    家正則・木村龍治・杉村新・三輪主彦 編著 岩波書店

天体模型　太陽系をつくる   Eaglemoss Publications Ltd. デアゴスティーニ・ジャパン

小学館の図鑑 NEO　宇宙   池内了・半田利弘・大内正己・橋本樹明 小学館

知識をひろげる　まなぶっく図鑑　星座  石川勝也   メイツ出版

宇宙がわかる    石坂千春   技術評論社

宇宙は“地球 " であふれている   井田茂   技術評論社

系外惑星     井田茂   東京大学出版会

3D 立体写真館 ハッブル宇宙望遠鏡で見る 驚異の宇宙 伊中明   技術評論社

フルカラー 3D・立体視 星がとびだす星座写真 伊中明   技術評論社

ハッブル宇宙望遠鏡でたどる 果てしない宇宙の旅 3D 立体写真館（3） 伊中明   技術評論社

岩波科学ライブラリー　ブックガイド < 宇宙 > を読む 岩波書店編集部編  岩波書店

目で見る化学　111 種の元素をさぐる  ロバート・ウィンストン さ・え・ら書房

ニュートン・アインシュタイン号の大航海 えびなみつる・著　渡部潤一・監修 旬報社

赤い満月の秘密    えびなみつる・著　渡部潤一・監修 旬報社

地動説の冒険    えびなみつる・著　渡部潤一・監修 旬報社

星雲星団フォトアルバム   及川聖彦   地人書館

サイエンス・アイ新書『英語が苦手なヒトのための NASA ハンドブック』 大崎 誠   ソフトバンク クリエイティブ

サイエンス・アイ新書『科学理論ハンドブック50＜宇宙・地球・生物編＞』 大宮信光   ソフトバンク クリエイティブ

サイエンス・アイ新書『科学理論ハンドブック 50 ＜物理・化学編＞』 大宮信光   ソフトバンク クリエイティブ

天の川の真実    奥田治之・祖父江義明・小山勝二 誠文堂新光社

おちのりこのすてきな地球 うちゅうにいった ドギマギーグ 越智典子・作　勢克史・絵 農文協

大人の科学マガジン Vol.11（ニュートンの反射望遠鏡） 大人の科学マガジン編集部 学習研究社

大人の科学マガジン Vol.19（ガリレオの望遠鏡） 大人の科学マガジン編集部 学習研究社

宇宙のなぜ ? 600 人の小学生から届いたたくさんのなぜ ? 海部宣男   偕成社

天文歳時記    海部宣男   角川学芸出版

望遠鏡　― 宇宙の観測   海部宣男   岩波書店

カラー版すばる望遠鏡の宇宙   海部宣男・宮下曉彦  岩波書店

かこさとしの自然のしくみ地球のちから あさよる、なつふゆ ちきゅうはまわる かこさとし 文・絵  農文協

かこさとしの自然のしくみ地球のちから よあけゆうやけにじやオーロラ かこさとし 文・絵  農文協

宇宙     加古里子 文・絵  福音館書店

地球     加古里子 文・絵  福音館書店

新版 100 億年を翔る宇宙   加藤万里子  恒星社厚生閣

宇宙の一生    釜谷秀幸   恒星社厚生閣

宇宙の一生　― 最新宇宙像に迫る  釜谷秀幸   恒星社厚生閣

ダイナミック地球図鑑　天文   マーク・A.ガーリック著　伊東昌市・監訳 新樹社

はるかな 146 億光年の旅   川端潔   オーム社

組立天体望遠鏡    川村晶   星の手帖社

組立天体望遠鏡 35 倍   川村晶   星の手帖社

宇宙ウォーカー　― 驚異の体験 ! 宇宙の旅 京極一樹   技術評論社

ケプラー疑惑    J. ギルダー　A. ギルダー　山越幸江・訳 地人書館

ビジュアル版　天文学の歴史   ヘザー・クーパー  東洋書林

宇宙の不思議がわかる !   甲谷保和   実業之日本社

こども理科年表（仮称）   国立天文台  丸善

理科年表 Web 版    国立天文台  丸善

理科年表　平成 21 年   国立天文台  丸善

パソコンで巡る 137 億光年の旅 宇宙旅行シミュレーション 国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト監修 インプレスジャパン
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天文台へ行こう    古在由秀   岩波書店

アストロバイオロジー　― 宇宙が語る《生命の起源》― 小林憲正   岩波書店

太陽系はここまでわかった   リチャード・コーフィールド著  水谷淳・訳 文藝春秋

見えないもので宇宙を観る   小山勝二ほか  京都大学学術出版会

おはなし天文学 1    斉田博   地人書館

おはなし天文学 2    斉田博   地人書館

おはなし天文学 3    斉田博   地人書館

おはなし天文学 4    斉田博   地人書館

階層構造の科学    阪口秀・編  東京大学出版会

図説科学の百科事典 6　星と原子  桜井邦朋・監訳  朝倉書店

図説科学の百科事典 7　地球と惑星探査  佐々木晶・監訳  朝倉書店

天文学入門　― パソコンでみる宇宙 ―  作花一志・中西久崇  オーム社

歴史を揺るがした星々   作花一志・福江純  恒星社厚生閣

宇宙論の飽くなき野望　―それでも 96%は未だ謎、だから面白い 佐藤勝彦   技術評論社

別冊日経サイエンス 136 宇宙論の新次元　理論と観測で迫る宇宙の謎 佐藤勝彦・編  日経サイエンス

別冊日経サイエンス 149 時空の起源に迫る宇宙論 佐藤勝彦・編  日経サイエンス

おおきく　おおきく　おおきくなると  佐藤ひとみ  福音館書店

NASA を築いた人と技術   佐藤靖   東京大学出版会

銀河もウルトラをめざす －赤外線銀河の謎を追う－ 塩谷泰広・谷口義明  裳華房

写真集 太陽 －身近な恒星の最新像－  柴田一成・大山真満  裳華房

宇宙の灯台    柴田晋平   恒星社厚生閣

星空案内人になろう !   柴田晋平ほか  技術評論社

一般相対論の世界を探る   柴田大   東京大学出版会

銀河進化の謎    嶋作一大   東京大学出版会

宇宙連詩     JAXA 監修  メディアパル

立体で見る星の本    杉浦康平・北村正利  福音館書店

教科書に出てくる世界の科学者たち　ガリレオ 杉山薫里・後藤幹  汐文社

ものの大きさ    須藤靖   東京大学出版会

太陽系惑星    ジャイルズ・スパロウ　桃井緑美子・訳 河出書房新社

星空の話     関口シュン 文・絵  福音館書店

宇宙生命のアプローチ   祖父江義明  誠文堂新光社

銀河物理学入門    祖父江義明  講談社

太陽系シミュレーター   Solar System Simulator Project 編 講談社ブルーバックス出版部

お月さま日記    田中ひろし  今人舎

コペルニクスの仕掛人   デニス・ダニエルソン著 東洋書林

クェーサーの謎    谷口義明   講談社

モンスター銀河狩り    谷口義明   NTT 出版

暗黒宇宙で銀河が生まれる   谷口義明   ソフトバンククリエイティブ

暗黒宇宙の謎    谷口義明   講談社

宇宙を読む    谷口義明   中央公論新社

銀河の育ち方    谷口義明   地人書館

生れたての銀河を探して ― ある天文学者の挑戦 ― 谷口義明   裳華房

不思議な銀河の物語 ― 銀河は例外をつくらない ― 谷口義明   裳華房

天体観測の達人    鶴浜義治   PHP 研究所

天文学大事典    天文学大事典編集委員会 地人書館

天文観測年表 2009    天文観測年表編集委員会 地人書館

進化する地球惑星システム   東京大学地球惑星システム科学講座・編 東京大学出版会

パソコンで巡る星空紀行 プラネタリウム・シアター Toxsoft 監修  インプレスジャパン

宇宙ステーション入門 第 2 版   冨田信之ほか  東京大学出版会

地球がもし 100cm の球だったら  永井智哉・日本科学未来館 世界文化社

宇宙の基礎教室    長沢工   地人書館

軌道決定の原理    長沢工   地人書館

天文台の電話番    長沢工   地人書館

みんなが知りたい ! 宇宙のことがわかる本  永田晴紀・監修  メイツ出版

江戸の天文学者 星空を翔ける   中村士   技術評論社

137 光年のヒトミ ― 地球外知的生命の謎を追う ― 鳴沢真也   そうえん社

宇宙から見た地球 ニコラス・チータム  古草秀子・訳  河出書房新社

別冊日経サイエンス 131 21 世紀 宇宙への旅 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス

別冊日経サイエンス 140 見えてきた宇宙の姿 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス

別冊日経サイエンス 144 脅威の太陽系ワールド火星とその仲間たち 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス

別冊日経サイエンス 156 宇宙創世記  日経サイエンス編集部編 日経サイエンス

シリーズ現代の天文学（全 17 巻）  日本天文学会創立100周年記念出版事業編集委員会 日本評論社

日本の天文学の百年    日本天文学会百年史編纂委員会 恒星社厚生閣

月の動きがよくわかる 三省堂 光る星座早見 日本天文学会編  三省堂
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三省堂　世界星座早見   日本天文学会編  三省堂

宇宙日記 ディスカバリー号の 15 日 生命の輝きに満ちたこの星で 野口聡一   世界文化社

宇宙においでよ！    野口聡一・林公代  講談社

元素はいかにつくられたか 超新星爆発と宇宙の化学進化  野本憲一・編  岩波書店

グリニッジ・タイム ― 世界の時間の始点をめぐる物語 ― デレク・ハウス  東洋書林

D ブレーン    橋本幸士   東京大学出版会

ブラックホールの科学   羽馬有紗   ベレ出版

宙の旅     林完次   小学館

星の地図館 New　Edition   林完次・渡部潤一  小学館

うちゅうへ いこう    林公代   世界文化社

目で見る物理　力・運動・光・色・質量…… リチャード・ハモンド さ・え・ら書房

夜空はなぜ暗い ?    E. ハリソン　長沢工・監訳 地人書館

図解入門 よくわかる宇宙の基本と仕組み  半田利弘   秀和システム

宇宙飛行士大図鑑    PHP 研究所編  PHP 研究所

DVD 図解　ハッブル望遠鏡が撮った宇宙（仮題） ビバマンボ・小野夏子・渡部潤一・監修 講談社

＜ゼロからのサイエンス＞カラー図解　宇宙のしくみ 福江純   日本実業出版社

シネマ天文楽入門    福江純   裳華房

そこが知りたい☆天文学   福江純   日本評論社

ブラックホールは怖くない ?   福江純   恒星社厚生閣

ブラックホールを飼いならす !   福江純   恒星社厚生閣

輝くブラックホール降着円盤   福江純   プレアデス出版

銀河にひそむモンスター   福江純   光文社

光と色の宇宙    福江純   京都大学学術出版会

目からウロコの宇宙論入門   福江純   ミネルヴァ書房

サイエンス・アイ新書『宇宙はどこまで明らかになったのか』 福江純・粟野諭美 編著 ソフトバンククリエイティブ

サイエンス・アイ新書『カラー図解でわかる光と色のしくみ』 福江純・粟野諭美・田島由紀子 ソフトバンククリエイティブ

かごしまの星座    福澄孝博・北尾浩一  南日本新聞開発センター

ヴィジュアル版　天体観測図鑑   藤井旭   河出書房新社

ここまで解けた !　宇宙の謎と不思議を楽しむ本 藤井旭   PHP 研究所

こども宇宙図鑑    藤井旭   星の手帖社

こども図鑑月の観察    藤井旭   星の手帖社

こども星座図鑑    藤井旭   星の手帖社

こども天体観察図鑑    藤井旭   星の手帖社

ニューワイド学研の図鑑　星・星座　増補改訂版 藤井旭   学習研究社

宇宙への招待    藤井旭   河出書房新社

星空と宇宙の楽しみ方   藤井旭   河出書房新社

星空への招待    藤井旭   河出書房新社

日食観測ブック    藤井旭   学習研究社

アストロガイド星空年鑑 2009   藤井旭・沼澤茂美・浅田英夫・星ナビ編集部ほか アストロアーツ

天体の図像学 : 西洋美術に描かれた宇宙  藤田治彦   八坂書房

パソコンで宇宙物理学   ポール・ヘリングス（Paul Hellings） 国書刊行会

火星からのメッセージ   ジム・ベル  ランダムハウス講談社

2009 年版望遠鏡・双眼鏡カタログ  望遠鏡・双眼鏡カタログ編集委員会 地人書館

宇宙探険     ピーター・ボンド著  小葉竹由美・訳 福音館書店

重力     牧野伸義・訳  ピアソン・エデュケーション

科学衛星と宇宙ステーション   槙野文命   岩波書店

三省堂　新物理小事典   松田卓也 編著　半田利弘ほか著 三省堂

惑星気象学    松田佳久   東京大学出版会

小学館の図鑑 NEO ｢地球｣   丸山茂徳ほか  小学館

カラー版　天文学入門　― 星・銀河とわたしたち 嶺重慎ほか 編著  岩波書店

ブラックホールを見る !   嶺重慎   岩波書店

ブラックホール天文学入門   嶺重慎   裳華房

宇宙と生命の起源　― ビッグバンから人類誕生まで 嶺重慎・小久保英一郎 編著 岩波書店

惑星地質学    宮本英昭ほか編  東京大学出版会

ライディング・ロケット（下）   マイク・ミュレイン  化学同人

ライディング・ロケット（上）   マイク・ミュレイン  化学同人

月のすべてがわかる DVD ＆ BOOK 月への招待状 村沢譲・著　JAXA 協力 インプレスジャパン

惑星のきほん    室井恭子   誠文堂新光社

都会で星空ウォッチング   八板康麿   小学館

見えない宇宙    柳下貢崇   日経 BP

NASA から毎日届く驚異の宇宙ナマ情報  矢沢サイエンスオフィス 技術評論社

拡がる宇宙地図　宇宙の構造はどう解明されてきたか 矢野太平   技術評論社

大宇宙 101 の謎    山岡均   河出書房新社

夏の星座博物館（新装版）   山田卓   地人書館
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秋の星座博物館（新装版）   山田卓   地人書館

春の星座博物館（新装版）   山田卓   地人書館

冬の星座博物館（新装版）   山田卓   地人書館

星座自由帳    遊星寿々・栗田直幸  マガジンランド

マンガ 手作りの宇宙　身近な材料で“宇宙”を工作する 横尾武夫・編　坂元誠・画 裳華房

星空へようこそ    横山充男・作　えびなみつる・絵 文研出版

東京大学マグナム望遠鏡物語   吉井讓   東京大学出版会

ジュニア学研の図鑑　宇宙   吉川真   学習研究社

ニューワイド学研の図鑑　宇宙　増補改訂版 吉川真   学習研究社

宇宙の構造シミュレーション   吉田直紀   東京大学出版会

知の遊びコレクション　天文   イアン・リドパス著　山本威一郎・訳 新樹社

月面ウォッチング（新装版）   A. ルークル　山田卓・訳 地人書館

星座を見つけよう    H.A. レイ文・絵　草下英明・訳 福音館書店

宇宙検定 100　①ロケット   渡辺勝巳・著　JAXA 協力 星の環会

宇宙検定 100　②人工衛星   渡辺勝巳・著　JAXA 協力 星の環会

宇宙検定 100　③宇宙環境   渡辺勝巳・著　JAXA 協力 星の環会

宇宙検定 100　④月・惑星探査   渡辺勝巳・著　JAXA 協力 星の環会

21 世紀こども百科　宇宙館　増補版  渡部潤一ほか  小学館

NHK ブックス　最新・月の科学  渡部潤一 編著  NHK 出版

ガリレオがひらいた宇宙のとびら  渡部潤一   旬報社

新しい太陽系    渡部潤一   新潮社

太陽系の果てを探る    渡部潤一   東京大学出版会

天体観測 100 年絵事典   渡部潤一   PHP 研究所

小学館の図鑑 NEO　星と星座   渡部潤一・出雲晶子  小学館

望遠鏡 400 年物語（仮称）   F. ワトソン　長沢工ほか訳 地人書館

温暖化と生き物の生態が分かる　新版 ちきゅう大図鑑    世界文化社

世界天文年 2009 日本委員会の「公認」となった、世界天文年 2009 のロゴマーク、星空ブック

フェア専用マークを配した共通帯の書籍が、書店の特設コーナーに並んでいます。書店のポスター

や棚のポップで「世界天文年 2009」の文字を見かけたら、ぜひこの本を手に取ってみましょう。

解説書から図鑑、読み物、絵本まで幅広く取りそろえています。

星空ブックプレフェア（全国 78 店舗）
2008 年 12 月 6 日から 2009 年 3 月末まで

星空ブックフェア（さらに規模を拡大）
2009 年 4 月から 12 月末まで

書店により期間は異なります。開催書店情報など、詳しくは世界天文年 2009 ホームページの「星

空ブックフェア」のページをご覧ください。

天文・宇宙の本の魅力をご紹介するウェブコンテンツ「星空ブックフェアオンライン」は 2009 年

春公開です。


