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平成２８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 
（小学校編）  

★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。 

★４年・6年の天体学習だけでなく，全学年でプラネタリウムを活用した学習ができます。 
 

 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。一人でも多くの児童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ご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 担当の先生との打合せによるプラネタリウム授業 
  ①小学校１・２年生向け 「ほしぞらをみあげよう／低学年向け番組」・・・・３ページ 

 ②小学校３年生向け   「太陽の動きを調べよう」・・・・・・・・・・・・４ページ 

  ③小学校４年生向け   「夏の星」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ページ 

「月の動き／夏・秋の星」・・・・・・・・・・・・６ページ 

「星の動き／季節の星空」・・・・・・・・・・・・７ページ 

「冬の星」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ 

  ④小学校５年生向け   「天気の変化と星空」 ・・・・・・・・・・・・・９ページ 

  ⑤小学校６年生向け   「太陽と月の形」   ・・・・・・・・・・・・１０ページ 

 ＊幼児・低学年向け番組  プラネタリウムの自動演出機能によるオート番組 

  『ちびまる子ちゃん』（～8/28），『おじゃる丸 いん石小僧が降ってきた』（～11/27） 

  ＊その他公開中の一般投映番組も観覧できます。詳細は広報，チラシやHPをご覧ください。 

（２）屋上天文台での太陽や昼の星の観察，天体望遠鏡の仕組みやレンズを使った実験など 

   大崎を一望できる屋上や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。 

（３）その他の学習活動 

 ２年生「まちたんけん」，３年生「市の様子」，その他生活科・社会科等での施設利用 

   

☆☆ 申し込み方法 ☆☆ 
◇ご利用期間 平成２８年４月～１１月２７日 

 プラネタリウム館は１２月から，美しい星空と迫力ある宇宙映像が融合する次世代プラネタリウム  

 にリニューアルする工事のため休館となる予定です。ご利用は，１１月までにご計画ください。  

◇ご利用時間帯 下記の「団体投映」の時間でご利用ください。土日祝日は一般向け投映です。 

 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 ５／３１～６／３，８／３０～９／２，保守点検 ５／２４～５／２６ 

     プラネタリウム設備大規模改修工事期間（予定） １１／２９～Ｈ２９．４／２８ 
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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 

 大崎構成市町に所在する小学校の児童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，大崎管外の小学校の観覧は有料（大人600円・小学生200円）となります。当日センタ

ー到着後，事務室にて申請書に記入していただきます。有料対象者が２０人以上で団体料金（大人

480円・小学生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児童の皆さんには，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，車いすスペースをのぞき１５８席です。また，

床は階段状になっており，平均して２５度傾斜しております。

中央のプラネタリウム投影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，端に行けば行

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・公民館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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☆☆ 小学校1・２年生活科学習活動例 ☆☆ 
 

主題「ほしぞらをみあげよう」  

◇本時の目標： 

＜1年＞ 

生活科の単元「なつだいっしょにあそぼうよ」及び「たのしさいっぱいあきいっぱい」等

の学習活動と関連し，四季折々の星空や星座，プラネタリウム番組を見ることを通して，星

空や身近な自然に対する興味関心及び身近な施設や地域への愛着を持つことができる。 

＜2年＞ 

生活科の単元「わたしのまちをたんけんしよう」等の学習活動と関連し，パレットおおさ

きの施設の見学，職員との交流及びプラネタリウム番組の視聴を通して，公共施設としての

パレットおおさきの役割や特徴，施設の利用の仕方を理解し，地域への理解と愛着を強める。

また，プラネタリウム投映を通して，星空や宇宙への興味関心を育てる。 

◇留意点 

  科学的知識を身に付けさせるのではなく，星は美しいもの，星空を見上げるのは楽しい

ことというイメージを大事にしながら，楽しい雰囲気のもとで星や星空への親しみの気持

ちを持たせる。 
 

学 習 活 動 評価・備考 

パレットおおさきについて説明を聞き，施設見学やプラネタ

リウム視聴に対する意欲を持つ 

 

太陽が沈み一番星が輝き出す様子を楽しむ 

月や一番星，明るい星を探す 

・暗さへの不安を感じさせないよう

に，明るく楽しい雰囲気をつくる 

七夕（6月中旬～夏），お月見（9月～10月），クリス

マス（11月下旬～12月）など，季節に合わせた星の話

を楽しむ 

・季節感のある音楽とともに楽しい

雰囲気を楽しむ 

満天の星を見よう 

星と星を結んで星空にいろんな形や絵を描けることや， 

夜空には動物や神様などの星座があることを知る 

・明るい星と星を結びながら，季節の

代表的な星座の絵を紹介する 

低学年向けのプラネタリウム番組を視聴し，星空や宇宙への

関心を高める 
・『ちびまる子ちゃん』，『おじゃる

丸いん石小僧が降ってきた』及び投

映中のプラネタリウム番組の中から

お選びいただけます 

質問や感想発表を行い，学習のまとめを行う 

 

 

評価：パレットおおさきを身近に感じ

星空や自然への興味関心が高まったか 

 

＊プランによって，展示ロビー，屋上天文台及びその他施設の見学並びにパレット職員への質問

コーナーなどを組み合わせることができます。お気軽にお問い合わせください。  
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☆☆ 小学校3年理科学習活動例 ☆☆ 
 

主題「太陽とかげの動きをしらべよう」  

◇単元名：太陽の動きをしらべよう   ９月中～10月上旬または通年 （４５分） 

◇単元の目標：かげの位置の変化と太陽の動きとの関係を調べ，かげの位置は太陽のうごき

によって変化することをとらえることができるようにする。また，太陽が時間とともに東

から西へ動いていることを，観察を通して理解することができる。 

◇本時のねらい：太陽は１日の間に東から出て南を通り，西に沈むことを理解することがで

きる。 
 

学 習 活 動 評価・備考 

ふれあい広場で太陽やかげの向きを調べる（晴天時） 

日なたと日かげのあたたかさの違いや，太陽のうごきによっ

てかげの向きが変わることを，写真等を使って確認する 

・到着あいさつ時 

・雨天時は写真を使用 

・学校での学習や生活経験などをまと

 める  

屋上の風景と方位磁針を見て方位を確認する 

8時，10時，12時，14時，16時の太陽の位置を予想 

し，確かめる 

プラネタリウムの太陽の動きを見て，太陽は１日の間に

東から出て南を通り，西に沈むことをまとめる 

・方位磁針のスライドを提示 

・パノラマ風景画を通して大崎の様

 子を観察する 

・ゲーム形式で，太陽の動きを確か

 める 

評価：１日の間の太陽の動きを理解

できたか 

日没の様子，その夜の月や星，星座などを見て，星空や

宇宙への興味関心を持つ 

 

・４年次の学習の意欲付けとなるよう

にする 

 

・出発あいさつ時 

 ＊プランにより，投映中の一般投映番組の観覧，屋上天文台・展示ロビー見学，社会科「市

の様子」と関連させて屋上からの大崎の様子を観察するなどのプログラムが可能です 

ふれあい広場で太陽やかげの向きが変わったことを確か

める（晴天時） 

屋上天文台で太陽の観察，レンズや鏡を使った日光を集める

実験を行うことも可能です 

・出発あいさつ時。 

 

・雨天時はプラネタリム館で写真を使

 用する 

 

パレットおおさきで福祉体験学習 

 パレットおおさきは「旧ハートビル法（バリアフリー新法）」に基づ

いて，障害者に優しい建物として建設されました。この施設を利用して，

介護者役と障害者役がペアになって長い廊下に続く点字ブロックをア

イマスクで目隠しながら歩く「白杖体験」，障害者専用ボタンの付いた

エレベーター，ひろびろトイレ，段差・スロープなどをめぐる「車いす

体験」などが可能です。プラネタリウム利用の際に，センター利用の一

コマとして企画してみてはいかがでしょうか。 

＊学習プログラムの作成，指導，必要な道具類の準備は学校にお任せしております。  
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☆☆ 小学校４年理科天体学習活動例 ☆☆ 

 

１ 「夏の星」  

◇単元名：夏の星   ７月中旬または５～１０月  （５０分） 

◇単元の目標：夜空に見られる星や月に興味を持ち，夏の星や星座を観察して，星にはいろ

いろな色や明るさがあることや，星の集まりに名前を付けたものを星座ということを知る。

また，星の観察等を通して，星に対する豊かな心情を育てるようにする。 
 

学 習 活 動 留意点 

今までに見たことがある星や星座，夏の夜空で見てみたい星

や星座について話し合う 

・星座の写真など見ながら意欲付けを

行う 

今日の日没の様子，一番星や月などの様子を見る 

北斗七星を探し，そこから北極星を見つける 

夏の大三角を探す。こと座のベガ，わし座のアルタイル，は

くちょう座のデネブのならびや位置を観察する 

さそり座アンタレスやさそり座の星のならびを観察する 

夏の星の明るさや色を観察する 

・風景を見ながら，方位を確認する 

正面の方位は『南』固定とする 

・七夕の話などを紹介し，興味を高め

る 

・星座線，星座絵，星座の写真などを

 効果的に映写する 

 

夏の星座の探し方や神話，夏休み中の天文現象の話を聞く 評価：星に対する興味関心を持つこと

ができたか 

                    
 

●夏の星座観察会指導例 

 ・北斗七星を探そう 

・北斗七星の星のならびから北極星を見つけ，方位 

  を確認しよう 

 ・東の空の高いところに，ベガ・アルタイル・デネブ 

  でできる「夏の大三角」を探そう 

・はくちょう座の十字架のような星のならびを結ぼ 

  う。天の川が見えるかな 

・南の空に，赤く輝くアンタレスとＳ字カーブのさそ

  り座を見つけよう 

・ベガやアルタイル，デネブは同じ１等星グループな

  のに，明るさが少しずつ違うことを観察しよう 

・ベガとアンタレスの色の違いを観察しよう 

 ・夏は流れ星の多い季節。流れ星を待ちながら，星座

  探しをしよう 

 

＊プランにより，「月・星の動き」を同時に扱うことも

 可能です。また，学習活動の中に「たなばたさま」 

 の合唱を入れたり七夕伝説を聞いたりすること

 も可能です。 
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２ 「月や星の動き／季節の星座（１）」 

◇単元名：月はどのように動くのか   ９月上旬または通年 （５０分） 

◇単元の目標：月の動きに興味を持ち，月を観察して記録し，月の位置を時間と関係付けて

考え，月はたえず動いていること，月は日によって形が違って見えることをとらえることが

できるようにする。また，これらの活動を通して，夜空に輝く月の美しさや不思議さを感じ

とることができるようにする。 
 

学 習 活 動 留意点 

見たことのある月の形や月について知っていることを話し

合いながら，学習のめあてを確認する 

・プラネタリウムの日時設定は，直近

の半月の日の午後が望ましい 

（半月の観察） 

午後，太陽が西に傾くとともに東から半月が昇ってくる様

子を観察する 

半月の動きを太陽の動きと関連付けながら，図と文章でま

とめる 

＊P.10の観察カードを活用した課題設

定・学習活動もご検討下さい 

・風景を見ながら，方位を確認する 

・南中付近で日周を止める 

（満月の観察） 

半月の数日後に見られる満月の場所と動きを予想する 

午後，太陽が西に沈むのと同時に東から満月が昇ってくる

様子を観察する 

満月の動きを太陽の動きと関連付けながら，図と文章でま

とめる 

・直近の満月の日の午後に設定を変更

する 

 

 

（まとめ） 

形の違う月の動きを，太陽の動きと関係付けながらまと 

め，月の動きのきまりを理解する 

 
評価：月は，太陽と同じように，東か
ら西へ動いていることを時間と関係づ
けて考えることができるようなったか 

夏や秋の星座を見ながら，星のならび方や位置，星の明る

さや色を観察する 

 

 

＊参考事項 

月の観察を家庭で行うには，三日月過ぎから満月の頃を選ぶ必要があります。学校で午前中の青空

の中に月を観察するのは下弦付近。放課後に夕方の月を観察する場合は上弦すぎが適しています。 

プラネタリウム利用が９月と１０月の各４～１８日ごろであれば，学習日当夜の宵に月が見えます

ので，月の動き（三日月～満月）と星の動きを，当夜の星空を使って学習することが可能です。 

一般的に「三日月」というのは「細い月」を総称する言葉となっていますが，厳密には新月（月齢

０）を１日とする「旧暦３日」に見える月を指します。したがって，本来の三日月は月齢２の細くて

低い月ですので，児童の観察にはあまり適しません。児童の学習の際には，月齢３～５の細い月を三

日月と表現しても問題はありません。 

 

３ 「月や星の動き／季節の星座（２）」 

◇単元名：星はどのように動くのか   ９月下旬・または通年 （５０分） 

◇単元の目標：星の動きに興味を持ち，星を観察して記録し，星には明るさや色の違う星が

あることをとらえることができるようにする。また，星の位置を時間と関係付けて考え，星

は並びかたを変えないが，位置が変わることをとらえることができるようにする。さらに，

これらの活動を通して，星の美しさや不思議さを感じることができるようにする。 
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学 習 活 動 留意点 

３年次で学習した太陽の動きを想起し，8時，10時，12

時，14時，16時の太陽の位置を予想し確かめる 

・風景を見ながら，方位を確認する 

・太陽は，東から出て南を通り，西に

 沈むことを確認する 

今日の日没の様子，一番星や月などの様子を見る 

カシオペヤ座（または北斗七星）を探し，そこから北極星

を見つける 

季節の代表的な星のならび，１等星，星座を探す 

星には色や明るさの違いがあることに触れる 

・方位は南固定とする 

・北の空は見づらいので，足下を明る

 くした上で，その場に起立させ，北

 極星を探す 

（予想する） 

時間がたつと星は動くか，どのように動くか，星のならび

はどうなるかを予想する 

（確かめる） 

地上の目標物を位置の目印とする 

明るい星，わし座やさそり座，秋の四辺形などの星のなら

びなどがどのように動くかを観察する 

１時間ごとの位置の変化を観察する 

（まとめる） 

「時間がたっても，星のならびは変わらない」 

「時間がたつと，星は東から西へ動く」 

「星には，いろいろな明るさや色がある」 

＊P.10の観察カードを活用した課題

設定・学習活動もご検討下さい 

・導入の太陽の動きを想起させ，太陽

 と星の動きの共通点に気づかせる 

 

・時間，位置を丁寧に明示し，その変

化を的確に把握させる。 

 

評価：星は，太陽や月と同じように，

東から西へ動いていることを時間と関

係づけて考えることができるようなっ

たか 

季節の星座の探し方や神話などを聞き，星空への興味関心

を高める 

 

 

 ※参考事項 

・プラネタリウム利用時期が9月と

1０月の各初旬～中旬ごろであ

れば，学習日当夜の宵に月が見

えますので，月の動き（三日月

～満月）と星の動きを１時間の

中で行うことが可能です。宵の

時間に月が見えない場合でも，

授業日直近の三日月・半月・満

月などに日時を設定してシミュ

レーションできます。 

・一人一人が星座早見盤を使って

星座探しを行う場合は，作業や

巡視指導などで十分な時間が必要なため，６０分コースで行うことをおすすめします。最大４

０個ほど星座早見盤を用意しております。また，児童には，各自スケッチ板と筆記用具を持参

させてください。 

・児童があらかじめ月や星の観察をしている場合には，打合せの際に教えて下さい。その日の様

子をシミュレーション可能です。また，児童の観察記録カードなどを画像ファイルとして事前

にいただければ，プラネタリウムのドームスクリーンに映写することも可能です。 
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☆☆ 小学校５年理科学習活動例 ☆☆ 
 

１ 「天気の変化と星空」 

◇単元名：「天気の変化」「台風と天気の変化」 4月，９月～10月または通年（５０分） 

◇単元の目標：単元「天気の変化」及び「台風と天気の変化」と関連させながら，天気と星

空の見えかたの関係などを考え，天気や気象，星空や宇宙への興味関心を育むことができ

るようにする。 

 

学 習 活 動 評価・備考 

屋上から見える大崎の様子を見ながら，地域に伝わる天気の

伝承を聞く 

今晩の天気予報を見ながら，太陽が沈み一番星が見え始める

様子をみる 

 

・泉ヶ岳の中腹に雲が見えると雨，ア

マガエルが鳴くと雨，夕焼けの翌日

は晴れなど 

・インターネット気象情報を活用する 

季節ごとに特徴的な天気の様子を衛星写真から読み取る 

 

台風の進み方や天気の変化，災害について考える 

・梅雨の時期や夏，秋や台風，冬に見

られる雲の様子の衛星写真(動画)を

活用する。 

評価：日本付近での台風の進路や災害 

 について理解できたか。 

今晩の星空を見ながら，季節の星座をさがす 

 

夜空に月や惑星を探す 

月や他の惑星の写真を見ながら，地球には大気と生命に

適した程良い環境があるおかげで，私たちが生活できて

いることを知る 

・北斗七星やカシオペヤ座から北極

星を見つけ，季節の星や星座を探

す 

・惑星の写真を提示する 

満天の星空を見る 

 

星空や宇宙の雄大さに思いをはせる 

 

・星が生まれてくる宇宙のガスが雲の

ように見える「星雲」や，台風の渦

に似た「銀河」の写真も提示する 

今晩の天気予報や週間天気予報を見ながら，天気の良い

時期を考え，大空や星空を見上げる意欲を持たせる 

一晩中の星の動きを見る 

明日の日の出の様子を見る。 

評価：天気の変化や星空への興味関心

が高まったか。 

・星の動きを見ながら，４年次の「月

 や星の動き」の学習を振り返る 

 

・４年次で学習した「月や星の動き」の復習的な内容，６年次の「太陽と月の形」の予習的な内容に重

点を置いたプログラムを組むこともできます。 
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☆☆ 小学校６年理科天体学習活動例 ☆☆ 
 

１ 「太陽と月の形」 

◇単元名：太陽と月の形   ９月または通年 （５０分） 

◇単元の目標：太陽と月に興味を持ち，太陽と月の表面の様子を調べるとともに，月の位置

や形を観察して記録し，月の位置と太陽の位置とを関係付けて考え，月の形の見えかたは，

太陽と月の位置関係によって変わることを推論することができるようにする。また，これら

の活動を通して，太陽や月に対する豊かな心情を育むことができるようにする。 

 

学 習 活 動 評価・備考 

インターネットで現在の太陽の表面の様子を観察する 

太陽は東から出て南を通り，西に沈むことを振り返り 

ながら，今日の日没の様子を見る 

・プランにより屋上天文台で太陽表面

の様子や，青空の中の下弦の月を観

察することも可能 

月の写真を見て，表面の様子を観察する 

太陽と月の表面の違い，太陽は自ら光っていること，月

は太陽の光を反射して光っていることなどをまとめる 

・太陽や月の様々な画像を紹介する 

日没から日没直後の月の形，位置及び太陽の位置をプラ

ネタリウムのシミュレーションで見る 

・直近の三日月などの日時を設定する 

 三日月 太陽の近くの西の低い位置にあり，すぐに沈む 

半月 太陽から離れた南の空にあり，真夜中に沈む 

満月 太陽から反対の東の空から出てきて，一晩中見え，朝に沈む 

（考察） 

月の輝いている側に太陽があることに気付く 

月の形が変わって見えるのは，太陽と月の位置に関係が 

あることに気付く 

（まとめ） 

月が地球の周りを回り，太陽との位置関係で形が変わる様

子を映像で見る 

 

 

・少人数の場合，プランにより，スタ

ジオライトとスチロール球をつかっ

た位相変化の実験を行うことが可能

です 

・スライドで図と文を使って学習をま

とめる 

 
月の写真やかぐや姫の物語，月探査衛星かぐやの映像な

どを見て，月に対する興味関心を高める。 

今晩見える星空や星座を見る。また，時間とともに星が

東から昇り南の空を通って西に沈む様子，朝に太陽が東

から昇る様子をみる。 

 

＊職員が学校に出向いて，ボールに光を当てて月の形が変わるモデル実験のお手伝いや，太陽や月の 

 出前観察会，出前授業も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。 
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ワークシート 月の動き方・星座の位置の星のならび方 観察記録表 

                                         月    日 

                      はじめに目印となる風景をスケッチしましょう 

   

   

予想 

 

結果 

              

４年  組  名前 

 

ワークシート 裏面 
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夕方から夜の早い時間に月が見える時期は，三日月から満月のころ 

です。下のカレンダーを頼りに観察の計画を立てましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観察の前に 

どこで観察するか，安全で見晴らしのいい場所を明るいうちに決めておき

ましょう。必ず家の人といっしょに観察しましょう。 

☆ 観察のポイント 

① はじめに，目印になる風景をスケッチします 

② 目印の風景を基準に，月の位置や形，星やその並びをスケッチし 

   ます。観察した時刻も忘れずに記入します。 

③ 時間がたつと位置や並びはどうなるかを予想し，書きましょう。 

④ ３０分以上時間をあけて，同じ場所で③の作業を行います 

⑤ 気づいたことや，④の予想の結果がどうなったか記入しましょう。 

  

 

 

２０１６年の主な天文現象 
 

 ３月 ９日 部分日食 

       １０時過ぎから欠け始め， 

       １１時過ぎに最大食分 0.26， 

       １２時過ぎに食の終わり 

    ９日 木星が衝（しし座で見やすい） 

 ３月２３日 ２１時前にごく軽い半影月食 

 ４月１８日 水星が東方最大離角 

       夕方の西天で見やすい 

   ２２日 今年最小の満月 

 ５月 ８日 アルデバラン食 

       夕方の細い月にかくされる 

   ３１日 火星が地球に最接近 

 ６月 ３日 土星が衝（さそり座で見やすい） 

 ８月１２日 ペルセウス座流星群極大，条件良 

   １９日 海王星食 

   ２４日 火星，土星とアンタレスの接近 

   ２８日 金星と木星が接近 

 ９月１５日 中秋の名月（十五夜） 

   １７日 明け方，深めの半影月食 

   ２１日 アルデバランの食 

１１月１４日 スーパームーン 

       今年一番大きな満月 

   １５日 アルデバラン食 

１２月１４日 ふたご座流星群極大，条件悪 

2017 年１月１２日 金星が東方最大離角 

 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，4/１６「月・木星・レグルス・スピカ」，5/２２「火星」，6/１１「月・
火星・土星」，7/7「七夕の星」，8/2１「火星・土星・アンタレス」，9/１５「中秋の名
月」，10/８「アルビレオ・アルマク・アルゲティ」，11/１９「天王星・海王星」，12/１
０「すばる・アンドロメダ銀河」，1/1４「ベテルギウス・シリウス・プロキオン」，2/４
「オリオン大星雲・プレセペ星団」，3/４「カストル・ポルックス・木星」。各19:30～20:
45。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４回開催予定（6
月・8月・10月・1１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。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４回。 

（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２回開催予定 7/1６，11/23 

（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 
この資料は，平成２７年度地域教育資源活性化支援事業の協力を得て，社会教育推進指導員の皆様と協働で作成しました 

 

 


