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平成２７年度 大崎生涯学習センター（パレットおおさき）  

プラネタリウム学校利用のご案内 
（中学校編）  

 

★時間や天候の制約を受けずに，実際の星空と同じ環境下で星座や月・星の動きを観察できます。 

★ドーム空間を生かして，教室では得られない学習効果と効率化を図ることができます。 

★屋上天文台や展示ロビー等の見学と組み合わせて，学習の補充・深化を図ることができます。 
 

 プラネタリウムのここがスゴイ！ 

   その１ 見たい星空を いつでも みんなで見ることができる！ 

   その２ 星空タイムマシーン！！ いつの日時の星空も見ることができる！ 

   その３ 迫力満点 満天の星空！ 宇宙を感じる２５ ,０００個の星々！！ 

 学習当日の星空を正確に再現しながら，季節の星座，星空の動きや宇宙の仕組みについて学習す

ることができます。一人でも多くの生徒が星空や宇宙に興味を持ち，また学習効果が最大限高まるよ

う，当センターのプラネタリウム施設を積極的に御利用いただきますようお願いします。 

 

☆☆ 学習内容 ☆☆ 

（１）プラネタリウム授業投映 担当の先生と打ち合わせによるプラネタリウム授業  

   中学校３年生向け  「夜空をながめよう／地球の運動と天体の動き」 ・・・・３ページ 

「惑星と恒星／宇宙の広がり」・・・・・・・・・・・・・３ページ 

「私たちを取り巻く宇宙」・・・・・・・・・・・・・・ ４ページ 

 

（２）公開中の一般投映番組を観覧する。 

   ＊詳細はチラシ・ホームページをご覧下さい。http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/space/ 

 

（３）屋上天文台での太陽観測，昼の星の観察，天体望遠鏡の話 

   大崎を一望できる屋上天文台での望遠鏡見学で，さらに学習を深めることができます。 

 

（４）その他 

  例１：総合学習等での施設利用をプラネタリウム館内で行う。 

  例２：福祉体験，職業体験，屋上からの大崎の地勢観察などを行う。 

  例３：星空の下での詩の朗読，本の読み聞かせ，音楽鑑賞，合唱，等々。 

 

☆☆ 申し込み方法 ☆☆ 

◇ご利用時間帯 

 下記の「団体投映」の時間でご利用いただけます。土日祝日は一般向け投映となります。  
 

  １回目  ２回目  3回目  ４回目  ５回目  

 学校休業日以外 
  の火～金曜 

 ９:４５～ 
 団体投映 

 １１:００～ 
 団体投映 

 １３:４５～ 
 団体投映 

 １５:００～ 
 団体投映 

 

 
 

休館日：月曜日（国民の祝日・休日は除く），祝日・休日の翌日（土日・祝日は除く），年末年始 

 番組組替 ６／２～６／５，９／１～９／４，１１／３０～１２／４，Ｈ２８．３／１～３／４  

 保守点検 ５／２６～５／２８，９／２９～１０／１，Ｈ２８．１／２６～１／２８   
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◇お申し込み  電話 （０２２９）９１－８６１１ （６ヶ月前から受け付けます） 
 

  次の事項をお聞かせください。 

   ・利用月日 ・時間帯 ・利用人数 ・希望の投映内容（番組名または内容）  

   ・代表の方の名前と連絡先 ・交通手段 ・館での滞在時間帯 ・館内活動 

   ・屋上天文台見学希望の有無 ・昼食場所確保希望の有無，等 

  ＊プラネタリウム授業の際には，授業の指導略案を後日ＦＡＸさせていただきますので，ご要

望などをお聞かせください。 

 

◇観覧料金と減免申請 

大崎管内に所在する中学校の生徒及び引率教員が学校教育の一環でプラネタリウムを利用する

際には，観覧料等が減免（無料）となります。申請は，当日センター到着後，事務室にてお願いし

ます。申請者は校長名で，公印・押印は不要です。 

 なお，大崎管外の中学校の観覧は有料（大人600円・中学生200円）となります。有料対象者

２０人以上で団体料金（大人480円・中学生160円）となります。学校授業日の学童パスポート

は適用になりません。身障者手帳，療育手帳，精神障害者の手帳所持者及びその介護人は無料とな

ります。お支払いは，申請当日に現金にて，またはお渡しする納付書にて七十七銀行振り込みでお願

いします。 

 

 

☆☆ ご利用当日 ☆☆ 

①引率の代表者の先生は，センター到着後，事務室までお越し下さい。  

②生徒の皆さんには，駐車場で降車後，夏季・晴天時は正面玄関前に集合していただきます（雨天

時はホワイエに集合して下さい）。  

③係員が誘導いたします。 

 

 

           ☆☆ 座 席 ☆☆ 

 座席数は，車いすスペースを除き１５８席です。ま

た，床は階段状になっており，平均して２５度傾斜し

ています。中央のプラネタリウム投映機に近い中央寄

りの席ほど，自然に近いイメージで星空を観察できま

す。逆に，端にいけばいくほど星座や画面がゆがんで

見え，星座の大きさが実際と極端に異なってしまいま

す。 

 

☆☆ その他 ☆☆ 

センター職員が大崎管内の学校等にお伺いしての出前授業，出前天体観望会，授業でのティー

ムティーチング協力，科学クラブ講師，公民館主催「合宿通学」等への講師派遣も可能です。お

気軽にお問い合わせください。 
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☆☆ 中学校３年理科プラネタリウム学習例 ☆☆ 

 

１．「夜空をながめよう／地球の運動と天体の動き」（２時間コースで利用する場合の第１時）  

◇単元名：地球と宇宙   １１月～1２月または通年 （５０分） 

◇本時の目標：天体に興味・関心を持って，意欲的に星空の観察を行う。地球の自転や公転

に関心を持ち，それによって起こる現象との関係を考察する。星や太陽の１日の動きの観察を

進んで行い，その観察記録から，地球の自転と天体の１日の見かけの動きとの関係を説明でき

る。 

 
 

 
学 習 活 動 

 
留意点 

・プラネタリウムの機器やドームについて説明を聞き， 

「天球」についての理解を深める。 

・一日の太陽の動きを見ながら，太陽の南中，日周運動と地

 球の自転の関係，日没の様子，季節の１等星などについて

 の説明を聞く。 

・同じ１等星でも，星の明るさや色の違い，地球からの距離

 などが違うことを聞く。 

・季節に見やすい誕生日の星座を探す。季節によって見やす

 い星座，見にくい星座があることにも気付く。 

・教科書の天球の図を，プラネタリウ

ムと比較する。 

・方位を確認しながら，小学校での星

の動きを想起させる。 

（課題設定） 

「年周運動と地球の公転の関係を理解しよう」 

 ―なぜ季節によって見やすい星座が違うのか－ 

（観察） 

・オリオン座を目印に，ちょうど２４時間後の星の位置の変 

 化を観察する。 

・翌日同時刻の星の位置が１度ずれていることに気づく。 

（考察） 

・１日あたり１度のずれが地球の公転によるもので，太陽の

 年周運動，季節の星座の移り変わりに結びついていること

 を理解する 

 

・自転，公転，年周運動などの用語の

 意味を確認する。 

・計算の考え方を図示する。 

日周運動：２４時間で約３６０°→

 １時間で１５° 

年周運動・１日１°→１ヶ月で 

 約３０°→１２ヶ月で３６０° 

プラネタリウムのシミュレーションを見る。 

・冬至・夏至の太陽の日周運動 

・大崎，赤道，北極，南極での太陽の日周運動 

 

 

 

 

２．「惑星と恒星／宇宙の広がり」（２時間コースで利用する場合の第２時）  

◇単元名：地球と宇宙   １１～１２月・または通年 （50分） 

◇本時の目標：太陽，月，惑星の表面の様子及びその動きの観察から，恒星の代表である太

陽や太陽系を構成する天体の特徴や太陽系全体の構造について理解できる。 

 太陽系の外に広がる宇宙に関心を持ち，宇宙の恒星天体や宇宙全体の広がりを理解すること

ができる。 
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学 習 活 動 

      
留意点 

・インターネットで現在の太陽の表面の様子を観察する。 

 

・日没の様子，一番星や季節の１等星などについての説明を

  聞く。 

・プランにより，屋上天文台で天体望

遠鏡を使った太陽黒点の様子を観察

することも可能です。 

 

・季節の星座について，探し方や神話の由来などを聞く。 

・夜空の星は，太陽の光を反射して光っている「惑星」や，

星座を形づくり，太陽と同じように自ら光り輝いている

「恒星」などがあることを聞く。 

・大崎生涯学習センターや大天文台で撮影した惑星や彗星・

小惑星の画像を見て，太陽系内の天体の特徴を理解する。 

・大崎生涯学習センターや大天文台で撮影した星座や天の

川，星雲星団，銀河，新星・超新星など，太陽系の外に広

がる宇宙の画像を見ながら，宇宙全体の天体や広がりにつ

いて考える， 

・太陽と恒星の共通点に触れる。 

・黒点，フレア，プロミネンス及びコ 

 ロナなど，太陽が活発な活動をして 

 いることに触れる。 

・火星には鳴子と名付けられたクレー

 ターがあること，また「鳴子温泉」

 「蕪栗」「化女沼」という小惑星が 

 あることにも触れる。 

・宇宙の広大な広がりをＶＴＲ映像で

示す。 

・宵から明朝までの空の動きを見ながら，日周運動や地球の

自転について，既習事項を確認する 

・２０１５年の宵の明星・金星の様子や，その動きを通して，

内惑星の動きや満ち欠けの理由を考える 

 

 

 

・２０１５年の金星は，８月までは宵

の明星で，それ以降は明けの明星と

なる。 

 

 

３．「私たちを取り巻く宇宙」 （３年生の学習内容を１時間にまとめた内容） 

◇単元名：地球と宇宙   １１・１２月・または通年 （６０分） 

◇本時の目標：天体に興味・関心を持って，意欲的に星空の観察を行う。地球の自転や公転

に関心を持ち，それによって起こる日周運動や年周運動などの現象について理解できる。太陽

や月・惑星の表面の様子，太陽系外の天体の様子を写真で見ながら，その特徴や宇宙の広がり

を考えることができる。 

 

             
学 習 活 動 

      
留意点 

・プラネタリウムの機器やドームについて説明を聞き， 

「天球」についての理解を深める。 

・インターネットで現在の太陽の様子を見る。 

・日周を進めて，日没の様子，一番星や季節の１等星などに

ついての説明を聞く。 

・季節の代表的な星座や誕生日の星座を探す。 

 

 

・プランにより屋上天文台で太陽表面

 の様子を観察することも可能です。 
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（課題設定） 

「年周運動と地球の公転の関係を理解しよう。」 

 ―なぜ季節によって見やすい星座が違うのか― 

（観察） 

・オリオン座を目印に，ちょうど２４時間後の星の位置の変 

 化を観察する。 

・翌日同時刻の星の位置が，１度ずれていることに気付く。 

（考察） 

・一日の１度のずれが地球の公転によるものであり，季節の

 星座や太陽の年周運動，季節の星座の移り変わりに結びつ

 いていることを理解する。 

・自転，公転，年周運動などの用語の

 意味を確認する。 

・計算の考え方を図示する。 

日周運動：２４時間で約３６０°→

 １時間で１５° 

年周運動・１日１°→１ヶ月で 

 約３０°→１２ヶ月で３６０° 

・夜空の星には，太陽の光を反射して光っている「惑星」や，

星座を形づくり，太陽と同じように自ら光り輝いている

「恒星」などがあることを聞く。 

・大崎生涯学習センターや大天文台で撮影した惑星や彗星・

小惑星の画像を見て，太陽系内の天体の特徴を理解する。 

・大崎生涯学習センターや大天文台で撮影した星座や天の

川，星雲星団，銀河，新星・超新星，など，太陽系の外に

広がる宇宙の画像を見て，宇宙全体の天体や広がりについ

て考える。 

・太陽と恒星の共通点に触れる。 

・黒点やフレア，プロミネンス，コロ

 ナなど，太陽が活発な活動をしてい

 ることに触れる。 

・火星には「鳴子」と名付けられたク

レーターがあること，また「鳴子温

泉」や「蕪栗」「化女沼」という小

惑星があることにも触れる。 

・宇宙の広大な広がりをVTR映像で示

す。 

・宵から明朝までの空の動きを見ながら，日周運動や地球の

自転について既習事項を確認する。 

・２０１５年の宵の明星・金星の様子や，その動きを通して，

内惑星の動きや満ち欠けの理由を考える。 

 

 
 

 

２０１５年の主な天文現象 
 

４月 ４日 皆既月食 

５月 ７日 水星が東方最大離角 

  ２３日 土星が衝（てんびん座で見やすい） 

６月 ７日 金星が東方最大離角 

  １３日 金星がプレセペ星団と接近 

７月 １日 夕方の西天で金星と木星が大接近 

  １０日 宵の明星の金星が最大光度 

８月１３日 ペルセウス座流星群が極大。 

９月 １日 海王星が衝（みずがめ座） 

 9 月 ４日 水星が東方最大離角 

   ２２日 明けの明星金星が最大光度 

   ２７日 中秋の名月（十五夜） 

１０月 ２日 宵，アルデバランの食 

   １２日 天王星が衝（うお座） 

   ２２日 オリオン座流星群が極大の頃 

１１月初中旬 おうし座流星群が極大の頃 

１２月１５日 ふたご座流星群極大。最良条件。 

 

 ホームページから，屋上天文台見学等のワークシートもダウンロードできます  
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発展的な学習のためのパレット事業 

 

（１） 星をみる会（毎月１回） 
 屋上天文台で，季節の星座さがしや天体望遠鏡を使った観測会を行います。天文ボランティ
アの皆さんによるプラネタリウム星座解説，星座神話読み聞かせ，屋上天文台での天体観察を
行います。宇宙から届く本物の星の光に触れてみませんか？ 
 月日・テーマは4/4「皆既月食を見よう」，5/23「月，金星，木星，土星」，6/20「月，
金星・木星の接近，土星」，7/7「七夕の星，金星と木星，土星」，8/23「半月と土星」，
9/27「中秋の名月」，10/25「十三夜」，11/２１「秋の星雲星団めぐり」，12/1２「ク
リスマスの星」，1/16「冬の一等星めぐり」，2/6「木星とかに座プレセペ星団」，3/１２
「月と木星」。各19:30～20:45。ただし，４月４日は皆既月食に合わせて19:00～21:30。
 悪天候時はプラネタリウムの特別投映のみを行い，20：10ごろに終了します。 

（２） 星空音楽会  
 プラネタリウムの星空のもとで，主として地域で活動している音楽家の皆さんによる生演奏
を楽しむ会です。満天の星と音楽の素晴らしさに触れてみませんか？ 
年6回開催予定（6月・8月・10月・12月・2月・３月） 

（３） 大人の天文塾 
 交流と学び合いを楽しみながら初歩の天文学に触れる講座。親子での参加も歓迎です。星を
みる会と同日・同テーマ（ただし，8月は８日開催）。各回1６：０0～１７：３０ 

（４） 親子天文教室 
 星空や宇宙への興味・関心を高め，親子で星空を楽しむきっかけをつくることを目的に，「水
ロケットをとばそう」「天体望遠鏡をつくろう」などのワークショップを行います。 
 年３回開催予定 

（５） 熟睡プラ寝たリウム 
 熟睡プラ寝たリウム実行委員会が主体となり，リラクゼーションを目的としたプラネタリウ
ム投映を行います。 
 年3回開催予定  7/1８，11/23，3/20 

（６） 天文ボランティア活動 
 星をみる会や星空音楽会，熟睡プラ寝たリウム等の企画運営，プラネタリウムや天体望遠鏡
操作練習，天体観測を行っています。原則として高校生以上が対象ですが，学校・家庭の支援
がある場合は小中学生の参加も可能です。 

（７） 天体観察会・天文教室・出前授業等への講師派遣 
 大崎管内の学校や公民館，子供会等が主催する天体観望会や天文教室へ，天文ボランティア
の皆さんとともに講師として伺います。また，天体望遠鏡等の観察会用機材の貸し出しや操作
講習も行っております。お気軽にお問い合わせください。 
 

大崎生涯学習センター（パレットおおさき） 
〒９８９－６１３６ 宮城県大崎市古川穂波三丁目４－２０ 

Ｔｅｌ ０２２９－９１－８６１１ ＦＡＸ ０２２９－９１－８２６４ 

ホームページ http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/space/  

Ｅｍａｉｌ  planet@ palette.furukawa.miyagi.jp 

 


