■活動状況

▼観望会以外のイベント

■連載記事

イベント

・ 2014/12/13
名称 ： 津高公民館観望会 （支援）
場所 ： 野谷小学校 （北区）
会員 7 名参加

天体ガイド

・ 2015/1/17
名称 ： 新年会
場所 ： 創菜酒場 SamaSama
会員 22 名参加

さて、 今回の天体ガイドは、 いつも
と少し趣旨を変え、 この M を頭文字に
した英数字とは何なのか？歴史を踏ま
えたお話をしてみたいと思います。

▼定例観望会
・ 2014/12/27
場所 ： 吉備中央町かもがわスポーツパーク
参加者 ： 会員 14 名、 一般 1 名の合
計 15 名。
夜半までは快晴で、 とても綺麗な冬の
星空を見ることができました。 恒例のフ
リーマーケットも活況でした。 残念なが
ら夜半過ぎに曇ってしまいましたが、 た
のしくすごせました。

第１６回 - 星空の偉人編 みなさん、 天体の観測や撮影をして
いると、星雲星団を表す “Ｍ４２” や “Ｍ
４５” という英数字を一度は目にしたこ
とがあると思います。
天文に興味を持った頃は、 最初な
んと読むのだろう？？ どんな意味が
あるのだろう？ なんて一度は思ったこ
とがあるかもしれません。

むか～し、 むかし、 日本では、 あの
暴れん坊将軍、 徳川吉宗が活躍して
いた頃の話です。
・ 2015/1/31
場所 ： 岡山市中区六番川水の公園
参加者 ： 会員 19 名、 一般 8 名の合
計 27 名。
冬型の気圧配置のもと、 時々粉雪が
散るかなり寒い気候でしたが、 ゲストさ
んや新会員の方がたくさん参加されて
楽しい観望会となりました。

１７３０年６月２６日、 ドイツ国境に近
いフランスの東部、 ロレーヌ地方サル

統計情報
過去 3 ヶ月 （2014/11 ～ 2015/1） の
件数等の報告
▼問い合わせ ・ 入会等
・ 4 件 ※ HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・ 564 件
※対前四半期比約 18% 減
▼会員数
前 四 半 期 中 に 準 会 員 2 名 増 が あ り、
2015 年 1 月 末 時 点 の 会 員 数 は、 91
名となりました。

近々のクラブイベント
３月７日 （土） 定例観望会
総社市 備中国分寺北駐車場
月齢 16.5 19:25 出
４月１８日 （土） 定例観望会
吉備中央町 岩倉公園
月齢 29.1 4:38 入
※開催場所など変更になる場合が
あります。 詳細はホームページト
ピックスにて開催日近くにご確認く
ださい。

ム公国のバドンヴィレという場所に、 １２
人兄弟中１０番目の子供としてある一
人の男の子が誕生しました。

者ジョゼッペ ・ ニコラ ・ ドリール （以降 ：
ドリール） は、 クルニー天文台で働く
天文学者見習いの候補を探していまし
た。

男の子の名は、 シャルル ・ メシエ。
ある日ドリールが面接をしている中に、
ロレーヌ地方のサルム公国からやって
きた一人の青年に目が向きました。
ドリールは、 その青年のとてもきれい
な筆跡から、 根気がありそうだと感じ、
彼なら手間がかかる星図づくりをまかせ
られるかもしれないという想い、 ドリー
ルはこの青年を天文学者見習い候補
生 （＝助手） として採用することに決
めました。

若き頃？のシャルル ・ メシエ
彼は、 比較的裕福な家庭 （父親は、
公国の執務員をしていた） で育つも、
物心がつく前には兄弟の半分を病気
等で失い、 11 歳のときには、 両親まで
も失ってしまうというとても悲しい幼少時
代であった。 しかし、 その後は長男が
幼い兄弟を守るため家督を継いで、 公
国の役人となり、 色々な教育を兄弟か
ら受けメシエは育っていきました。
1751 年、 フランスのお家事情により、
公国の割譲が決定されてしまうと、 しぶ
しぶ故郷を去らなければならなくなった
彼は、 新たにパリに移ることとなりました。
さて、 その年の年 9 月 23 日天文学

その青年こそが、 ２１才の若きシャル
ル ・ メシエでした。
採用された後、 天文台の一室を与え
られ、 天文学の初歩をドリールに、 丁
寧な記録の取り方をドリール秘書のリ
ボーに 3 年間みっちりと教わった彼は、
1754 年に助手からフランス海軍の天文
事務官として正式に雇われることとなり
ました。
こうして天文学者となったメシエは、
彗星 （すいせい＝ほうき星） を探すこ
とにとても熱心でした。
なぜ彼は、 そこまで彗星探索に熱心
だったのか？というのには、 ひとつの
理由がありました。
現代も変わりませんが、 もし大彗星を
発見すると発見者の名前は一躍有名
になり広まります。
そうです。 彼は、 数多くの天文学者
の中から一刻も早く有名になりたかった
野望を持っていたのです。
彼は、 論文や研究等の時間をかけて
有名になるよりも、 大彗星を発見して
手っとり早く確実に有名になれる方法
を選んだのでした。

1531 年、 1607 年、 1682 年 に 出 現 し
た彗星の軌道がよく似ていることに気
づき、 ニュートン力学に基づいた計算
からこの彗星が再び 1758 年に回帰す
ることを予言しました。
ということで、 世間では、 そろそろハ
レー彗星の大出現だ。 という雰囲気の
中、 プロアマを問わずヨーロッパ中の
天文家の間で発見競争が繰り広げられ
ました。
しかし数多くの推測は、 学者たちが
あくまで机上の計算したものにすぎま
せんでした。
そんな中、 ハレー彗星を見つけること
ができれば一躍有名人になると考えた
彼は、 立派な星図をえがき、 毎夜 5 ｃ
ｍ～ 7 ｃｍ程度の屈折望遠鏡で観察を
つづけました。
しかし、 なかなか彼の想いは夜空に
通じず、 一向にハレー彗星は現れま
せん。
師であるドリールの軌道計算で観測
をつづけていた彼は、 だんだん師の計
算に疑問を持ちはじめました。
そんな中、 たまたま他に現れた彗星
を実観測することができ、 師の彗星軌
道に、 自身の彗星観測の経験補正を
行 い 観 測 し つ づ け た こ ろ、 1759 年 1
月 21 日 （当時２８才） ひとつの動く星
を見つけました。
そうです。 その動く星は、 待ちに待っ
たハレー彗星だったのです。
世紀の大発見と期待した彼ですが、
残念なことに、 その時発見したハレー
彗星は、 実は４週間ほど前にドイツの
アマチュア天文家ヨハン ・ ゲオルグ ・
パリッチュが既に見つけていたのです。
彼は、 太陽を周回した状態のハレー

1758 年のある日、 ドリールは彗星探
しに熱心な彼に対し、 「私の計算した
ハレー彗星の軌道を星図に書き、 その
軌道を観測するように」 と指示、 言い
つけました。
天文学者のジョゼッペ・ニコラ・ドリール
彼は、ロシア滞在中の 1732 年に水銀温
度計を作り、水の沸点を 0 度とし、低温
ほど数値が大きくなる温度目盛を作った
とされる科学者でもある。

最も有名な彗星であるハレー彗星
は、 実は発見者は 「不明」 な彗星で
あり、 紀元前から何度も現れていので、
有名なハレーは古い出現記録を調べ、

バイユーのタペストリーに描かれた
ハレー彗星 （写真センターの上部）

した１８個の天体
に、 そ れ ま で 世
間で知られてい
た天体を加え合
計 40 個の彗星と
紛らわしい天体リ
スト （当時は、 メ
シエ天体カタログ
1 番～ 40 番と呼
んでいた） を完
成させました。
その後、 1765 年
におおいぬ座
に 41 個目となる
紛らわしい天体
（M41） を発見し
た メ シ エ は、 数
合 わ せ の た め？
1759 年 1 月 21 日 20 時ごろパリの空
彗星と見間違
（ステライメージ 10 にて作成）
えるはずのない、
彗星を発見したのです。
オリオン大星雲、 プレセペ星団、 プレ
アデス星団を強引にリストに加え、 リス
残念ながら、 パリッチュに先を越され
トに掲載する数を 45 個に編集していき
てしまった彼ですが、 この発見には価
ました。
値があるということで、 師のドリールは
彼の業績を称え学会に発表します。
しかし、 タイミング悪く、 発表の日は
4 月 1 日 ( エイプリルフール ) というこ
ともあり、 学会ではメシエの発表は全く
相手にしてもらえませんでした。

しかし、 地位と名声が約束される高貴
な会員ともあり、 今まで培ってきた彼の
業績だけでは入会資格が満たされてい
なかったのです。
ハレー彗星回帰で一度悔しい思いをし
た彼は、 再び大彗星を発見すること (=
業績をあげること ) で、 再び学士院へ
の入会を目指し活動を始めます。
そんな中、 夜空には彗星捜索の最中
に彗星と見間違える （＝星雲、 星団
のような紛らわしい） 天体が多いのに
大変困っていた彼は、 1764 年自身の
彗星探索資料として “紛らわしい天体
リスト” を作り始めました。
そして、 その年の終わりに、 自ら発見

念願かなって学士院会員となったメシ
エは、 その年の秋に結婚しました。
メシエは、 引き続き夜空で彗星を探
し続けましたが、 紛らわしい天体リスト
も併せて編集していき、 1771 年に自身
の資料ではなく、 メシエ天体カタログ第
1 巻 （M1 ～ M45） として正式に発刊
します。
その後、 妻は妊娠し、 1772 年には
長男アントワープが誕生するなどと、 順
風満帆な人生を送っていた頃、 突然悲
しい出来事が彼の身に降り注ぎました。
なんと、 新婚ほやほやの中、 翌年 73
年 3 月 23 日に妻が亡くなったのです。
また、 その 3 日後には長男も亡くなっ
てしまうとんでもない大悲劇が彼を襲っ
たのです。
メシエは、 悲しみに明け暮れました。
悲しみに疲れた彼は、夜空に輝く星々
に癒しを求め、 徐々に彗星探索を始め
ていきました。
そ し て、 メ シ エ 天 体 カ タ ロ グ と し
て、 1781 年に第 2 巻 （M46 ～ M68）、
1784 年 に 第 3 巻 （M69 ～ M103） を
それぞれ編集し発表します。

翌年の 1760 年、 師であるドリールは、
高齢になって観測が思うようにできなく
なったこともあり、 メシエに天文台の設
備のすべてを任して退官しました。
さて、 天文台の主となった彼は、 地
位と名声が約束されるフランス学士院
の会員になろうと考えました。

見し（1771 年 4 月 19 日に近日点通過）、
数多くの業績 (= 彗星発見 ) を残した結
果、 ついに念願かなって高貴なフラン
ス学士院の正会員の資格を得ました。

M41
そんな中、 ついに念願がかなう時が
来ました！！
1769 年 （当時 39 才）、 おひつじ座
の南のはずれに
5 つ目となる彗星
（C/1769 P1） を
発見したのです
が、 その彗星が、
同年 10 月 8 日に
近日点を通過し
大彗星となり、 一
躍業界で有名人
となりました。
ま た 翌 年 に
は6個 目 の 彗
星、 レクセル彗星
(D/1770 L1) を発

1801 年の 7 月 12 日、 71 才になった
彼は、 自身最後となる 13 個目の彗星
を発見しましたが、 その後ぱったりと活
躍が見られなくなり、 1817 年 4 月水腫
のために病の床に臥したメシエは、 パリ
の自宅で亡くなりました。

（アストロアーツより引用）

享年 87 歳の生涯でした。
生涯で 13 個の彗星を発見した業績
を讃え、 ルイ 15 世はメシエを 「彗星
の狩人」 と呼び、 ナポレオンはメシエ
に勲章を与えました。
さて、 冒頭に述べた M とはいったい
何の意味なのか？ここまで読んでいた
だいた方は既にお分かりかと思います
が、 メシエ天体カタログが略され、 メシ
エの M が頭文字とされていますが、 も
しかしたら、 日本語の紛らわしい （M
AGIRWASII） の M かもしれません。
おかしなことですが、 メシエは生涯
で 13 個の彗星を発見したにもかかわ
らず、 彗星を探索時に彗星と間違えな
いように書き留め自己流の天体リストが、
最も有名になってしまったということは、
皮肉なことだとも思えてきます。
今日私たちの星雲 ・ 星団を現す指
標となったメシエカタログ。
今度メシエ天体を眺めてみて見るとき、
頭の隅でこのことを思い出し眺めてみ
るのはいかがでしょうか？
最後に、 メシエが発見した彗星 （い
ずれも非周期彗星である） は、 以下
の１３個となります。
C/1760 B1 (Messier)
C/1763 S1 (Messier)
C/1764 A1 (Messier)
C/1766 E1 (Messier)
C/1769 P1 (Messier)
D/1770 L1 (Lexell)
C/1771 G1 (Messier)
C/1773 T1 (Messier)
C/1780 U2 (Messier)
C/1788 W1 (Messier)
C/1793 S2 (Messier)
C/1798 G1 (Messier)
C/1785 A1 (Messier-Mechain)
引用 HP ・ 参考文献
アストロアーツ ： http://www.astroarts.
co.jp/alacarte/messier/intro2-j.shtml
Wikipedia ： http://ja.wikipedia.org/
Newton 「メシエ天体のすべて」 夜空に
光る M1 から M110 まで
※注記 . この文章は、 著書なりのメシ
エへの解釈、 想い、 想像において記
述している部分もあり、 多少事実と異
なる記述もございます。 ご了承ください
執筆と文中写真 ： てつにぃ

うんちくあれこれ
第２４回
「～星空に感じる日本～」

ようになりました。
まだまだ道のりは遠そうですが、 徐々
に星空に対する日本的な文化を身につ
けていけそうな気がしています。

各地の風習 ・ 伝統や日本独自の文
化などを発掘したり、 見直しをして大切
に伝承していこうという機運は以前から
様々な分野であります。
明治以降急速な西洋化や近代化が
進んで 100 年以上という時を考えると、
薄れてゆくそれらを少しでも早く守って
おかないと、 いずれ完全に失われてし
まうのも確かなことかもしません。

とまぁ、 つまらない大層なことをここま
で書きましたが、 最初の興味は、 昔の
日本人が夜空、 星空に何を感じていた
のかということでしょうか。
そんな情報の断片をもらった書物を、
接してきた順に感想を交えながらいくつ
か紹介していきましょう。
つまり 「なんや本の紹介かい！」 とい
う落ちですな （笑）

星の世界に関して、 私は以前から似
たような疑問を持っていることがあります。
正確には疑問だけではなくて、 何か
納得のいかない ・ ・ みたいな感覚もあ
るでしょうか。

▼出発点
おそらく興味を持った頃の最初は、 月
の暦、 呼び名について書かれた書物を
図書館で借りたりして、 日本人独自の月
の捉え方を読んだ気がします。

疑問の対象は、 星図に書かれている
日本語でない星々の名や、 外国由来
の星座、 その流れで当たり前のように
書物やプラネタリウムで解説されるギリ
シャ神話などです。
国際的な決定機関において決められ
たものを受け入れることや、 それにまつ
わる物語などを世界共通の認識として
持つことは必要なことでしょう。
危惧するのは、 これらを受け入れ、
あたかもそれが世界で唯一の答えであ
るかのように情報が流布されていくこと
が、 長い目で見ると日本独自の星々に
関する伝承や文化を失っていくことなら
ないのかということです。
100 年以前の日本では星々をどのよう
に捉え、 そこにどんな伝承、 物語があっ
たのか、 また、 それらは世界とどう結び
ついているのか、 こんなことに私はとて
も興味を惹かれています。

＜小倉百人一首＞

しかし興味はあれど、 実際のところ、
星空を日本的な視点で捉えて体系的
に情報を得られる書物などとは、 残念
ながらこれまでお目にかかったことはあ
りません。 もしかしたら出会えていない
だけかもしれませんが、 そんなものは
存在していないのかもしれません。
はたまた、 星や星の並びに物語を作
り出すほどの関心を、 日本人は持ち合
わせていなかった可能性もあります。 し
かし、 月を詠み、 また七夕伝説がある
ように、 語り継がれるべき日本人の文化
がそこに残されているのも事実です。
実は、 一昨年あたりから、 このような
興味に徐々に惹かれ、 糸を紡ぐような
やり方で書物を買っては少しずつ読む

次に手を出したのが、 月を詠んだ歌が
多い百人一首の解説本。 万葉集や古
今和歌集はいきなりハードルが高いので、
とりあえず藤原定家セレクトにチャレンジ
しました。
一句ごとにかなり詳しい解説があり、 ガ
ラにもなく意外とハマってしまった一冊。
今でもたまに目を通す愛読書のひとつ
です。
＜日本古代歴の証明／吉村貞司著＞

中国由来の旧暦 （太陰太陽暦） 以前
の日本固有の古代暦について、 古事
記や日本書紀、 万葉の歌などからその
存在を証明していくという内容。 正直難
しすぎて全容を理解できていませんが、
たくさん紹介される古代日本人の記録を
読むだけでも相当興味深い一冊。

＜枕草子＞

あまり星とは関係ない、 いわゆる清少
納言の枕草子。 古書店で見つけた古い
やつ。
「春はあけぼの。」 はみんな知っている
一の段の書き出し。 二三八の段は星の
こと。
「星はすばる。 牽牛 （ひこぼし）。 ゆふ
づつ。 よばい星、 すこしをかし。 尾だに
なからましかば、 まいて。」
今風に訳せば 「星言うたら、 すばる、
ひこぼし、 宵の明星がええやん。 流れ
星もちょっとええけど、 尾っぽ引かへん
かったらもっとええと思うわ」 となるらしい。
なんでアルタイル （彦星） がいい？と
いうのでしょうか。 同じ季節に見える明る
いベガの方がいいと思いませんか？ た
ぶんですけど、 ベガは織り姫星、 つまり
女性を表す星。 清少納言は女性ですか
ら、 織り姫星がいいとは書きたくなかっ
たのかもしれませんね。
＜星座の神話－原恵著＞

定価の倍で購入した中古本。 日本各地
に伝わる星名、 星の並びの呼び名を集
めた和名のバイブル。
呼び名の出所、 由来の見解などもしっ
かり記載があるので、 辞書的な要素より
読み物として十分楽しむことのできる内
容となっています。
せっかくなのでこれに書かれていたこと
を紹介。 「源氏星」 「平家星」 といえば、
私や読者の皆さんはオリオン座の 「ベテ
ルギウス」 と 「リゲル」 の和名であると
答えますよね。 この呼び名、 日本の広
い範囲で言われていたように印象つけら
れていますが、 実は岐阜県の一部地方
で呼ばれていたものとあります。 さらに、
この素晴らしい呼び名があることを知っ
た五島プラネタリウムが解説採用したとも
書かれています。 このことが、 現在日本
国中に知れ渡ることとなったルーツなの
かもしれませんね。
＜古事記の世界－ BS フジ＞
これは書物ではありませんが、 今年の
お正月にやっていたテレビ番組がすごく
よかったので紹介。
漫画家の里中真智子さんとどっかの大
学教授が出ていて、 古事記や日本書紀
を、 時にギリシャ神話と対比させながら、
古事記の内容やゆかりの地などを紹介
するという興味深い番組でした。
再放送してくれれば絶対録画したい番
組です。
＜まんがギリシャ神話＞

星座史と星名の意味について、 世界各
地の神話も含みながら星座ごとに詳しく
書かれている本。 和名や中国での呼び
名の記述も比較的多く、 これ一冊あれ
ば、 普通の星空解説本より数ランク上の
情報がまとまりよく手に入る感じでしょう
か。
＜日本星名辞典－野尻抱影著＞

登場人物が多すぎて、 文字だけの書
物では全く頭に入らないギリシャ神話。
前述の里中真智子さんが描いた漫画
「ギリシャ神話」 （全八巻） があるという
ので、 最近中古本で一括購入したんで
すが、 やはり登場人物の多さは変わら
ないので、 一気に読み進めることのでき
ない一品。
さてさて、 なんだか切り口の変な本購
入の変遷でしたが、 リレーのようにつな
がりがあることは何となく分かってもらえ
た感じでしょうか。
最後に、 星空に対する日本の文化と
呼べるようなものがあったかというと、 今
のところそう呼べるほどのものは無かっ

たような気がしてなりません。 そのような
状態では外国の星文化に飲み込まれる
のも致し方ないと感じますが、 断片的で
も星に対する昔の日本人の想いなどを
感じ続けることができれば、 同じ日本人
として少し幸せに思います。
執筆と文中写真 ： Sirius

会員紹介 「もぐ」
会員ナンバー 72 番のもぐ＠自然の
家です。 会員紹介にご指名いただくと
いう幸運に恵まれました。
ＯＡＣに入会したのは３年前
岡山県の教育行政誌 「教育時報」
に大島会長が執筆なさった記事がきっ
かけです。 感動しましたぁ～。 教育委
員会が執筆依頼をする 「天文マニア
クラブ」 が岡山にはあるのだ！と。 即、
入会のメールをしました。 今、 こうして
振り返ってみて、 大正解だったと幸せ
気分です。
私の家は吉備中央町にあり、 国立吉
備青少年自然の家といいます。 この業
界では 「国少 （こくしょう）」 と呼ばれ、
着任して４年が経過しました。 自然の
家は今年で３３年目を迎えます。 学校
の宿泊活動で利用された方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。 それでは、
この場をお借りして、 私の公務を紹介
させていただきます。
小学校へ出前授業
４年生の 「星の学習」 です。 指導
目標として 「冬の星座について調べる
活動を通して、 宇宙に興味関心をもち、
実際の星空を観察してみたいという意
欲をもつようにする」 を設定して、 ４６
人の子ども達と９０分間、 ゲームとクイ
ズで楽しみました。
＜活動その１・惑星旅行＞
床にフラフープが１２個置いてありま
す。 私が 「宇宙戦艦ヤマト」 を高らか
に歌っている間は自由に歩き回ります。
つまり宇宙旅行しています。 突然私が
「ブラックホールが来たぞ！」 と叫ぶと、
安全地帯のフラフープに入らなければ
いけません。 ブラックホールは何でも
吸い込んでしまう恐ろしいものですから
ね。 条件は両足が入っていることです。
また歌い出したら宇宙旅行です。 とこ
ろが、 フラフープが４つ消滅します。 ２
回目の 「ブラックホールが来たぞ！」
で大変です。 さっきは全員入れました
が、 ぎゅうぎゅうです。 押し出された子
ども達に 「こっちに入れるよ～」 と呼ん
であげます。 また歌い出し、 ３回目の
「ブラックホールが来たぞ！」 です。 フ
ラフープは更に消滅して４つしかありま
せん。 ここで子ども達は工夫し始めま

す。 「両足が入っていればいいんだか
ら寝転んで！」 と。 恐るべし！子ども
達の発想。
＜活動その２・星座カードでビンゴゲーム＞
学研の 「かるた ・ 四季の星座」 は、
日本で見られる星座のカード 44 枚と
読み札がセットになって 1296 円です。
その中の 「冬の星座」 10 枚を使って
「冬の大三角」 「冬のダイヤモンド」 を
作り、 星座と星の名前を調べます。 最
後に 「星座ビンゴ」 をしました。 横３
枚、 縦３枚の９枚を並べます。 真ん中
に２枚置いて全部で 10 枚になります。
私が読み上げた札を裏返して、 ビン
ゴになったらプレゼントがもらえるとい
うゲームです。プレゼントは石膏で作っ
た化石のレプリカです。盛り上がりました。
＜活動その３・地球を１ｍにしてみました＞
最後は直径１ｍの 「地球バルーン」
を使って 「地球を１ｍにしてみました
ゲーム」 です。
①地球の陸と海はどっちが広いか？
Ａ陸、 Ｂ海
②エベレスト山 （8848m） の高さは？
Ａ表面１mm、 Ｂ表面 10cm
③海の水を集めると？
Ａ 500ml
ペットボトル１本半、 Ｂバケツ１杯半
④上空 400km の宇宙ステーションが
飛んでいるところは？
Ａ表面 3cm、 Ｂ表面 10cm
⑤月の大きさは？
Ａピンポン玉、 Ｂバスケットボール
⑥月までの距離は？
Ａ 10m、 Ｂ 30m （バスケのコート長）
⑦月にはウサギがすんでいる。
Ａうそ、 Ｂほんと
⑧太陽の大きさ ( 直径 ) は？
Ａ 50m、 Ｂ 100m
⑨太陽までは？ Ａ 1000m、 Ｂ 12km
⑩太陽は英語で？
Ａ ： Ｓｕｎ、 Ｂ ： Ｅａｒｔｈ
この後、 地球ボールとバスケットボー
ルの間隔を 30 ｍとり、 実際に歩いて
みました。 たとえば歩数が 60 歩の場
合、 実 際 の １ 歩 は 地 球 の 半 径 の 距
離になることを計算しました。 そして、
30m の距離を約 27 秒で歩いた場合、
実際の地球と月の距離の 38 万 km は
11 年かかったことになることから、 宇
宙の大きさと広さを実感しました。

宇宙旅行

ン上にはどんな模様が映し出されるか
予想し実験しましょう。

冬の大三角

７． LED ① を 固 定 し た ま ま で、 LED
②を上へ向かって動かすとスクリーン
上の模様はどのように変化するか予想
し実験しましょう。
８． LED の数を増やして、 縦に連ね
ると、 スクリーン上にはどんな模様が
映し出されるか予想し実験しましょう。

星座ビンゴ
９． 下の図のような多数のＬＥＤを束ね
たライトに替えると、 スクリーン上には
どんな模様が映し出されるか予想し実
験しましょう。

ＡＢクイズ
雨の日の天体観察（少人数の場合）
天体観察棟で光の実験をしました。
親子で一生懸命に話し合いながら実
験しました。 皆さんも一緒に考えてみ
ませんか。
１． LED １個、 穴の空いた黒い紙 ( マ
スク )、 白い紙 （スクリーン）、 が図の
ように並んでいます。 スクリーン上に
はどんな模様が映し出されるか予想し

ＬＥＤミニライト

実験しましょう。
２． LED を上に動かすとスクリーン上
の模様はどのように変化するか予想し
実験しましょう。
３． マスクを三角穴のものに取り替える
と、 スクリーン上にはどんな模様が映

し出されるか予想し実験しましょう。
５． LED ライトをマスクから遠ざけると、
スクリーン上の模様はどのように変化
するか予想し実験しましょう。
６．LED の数を２個にしました。スクリー

この後、 月食や日食の実験が続くの
ですが、 かなり長くなってしまいました
のでこの辺でお仕舞いにしたいと思い
ます。 また機会がありましたら掲載さ
せていただきます。 今後ともよろしくい
お願いします。
執筆と文中写真 ： もぐ
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ラブジョイと名がつく彗星は良く見
える？この冬のラブジョイも明るく
綺麗でした。今年は期待を持てる彗
星が数個あるので楽しみです。
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