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山梨県立科学館
★団体（20名様以上）料金は、入館料が一般・大学生：お一人様420円、中高校生：お一人様170円となります。
★実験工作室やあそびの部屋で開催されるチケット制イベントの参加には、別途費用がかかります。
★3歳未満でも、スペースシアターの座席を利用される場合は観覧料が必要です。

料金表
入館料
観覧料

定期券（1年間）

一般・大学生
520円
310円
2,070円

小・中・高校生
220円
120円
850円

幼児（3歳以上）
無料
120円
―〒400-0023  山梨県甲府市愛宕町358-1

TEL：055-254-8151  FAX：055-240-0168
http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp
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太陽観察夜の天体観望会
15：00 ～17：30
望遠鏡をつくって月をみよう6/28日

19：00 ～20：30
プラネタリウムをみた後、
実際の空で星をみるツアー「二重星」7/11土
19：00 ～20：30
ペルセウス座流星群をみよう8/12水

18：30 ～20：00
プラネタリウムをみた後、
実際の空で星をみるツアー「木星・土星」9/12土

10/10土

予

予 天体観測室の望遠鏡
で、太陽を観察します。
黒点やプロミネンス
がみられるかも！

Photo ／臼井圭一郎（山梨県立科学館）

7月12日（日）までの投影プログラム
星空案内と
しまじろうと
ながれぼしのねがいごと

©Benesse Corporation／しまじろう

●土・日・祝日／10：20 ～11：05
●毎日／13:50~14:35　　※星空案内とセットでの投影です。

ディノグライダー

　鳥は恐竜の子孫なのか？ 圧巻の高精細
CG によってリアルに再現された「太古の地
球」で、繰り広げられていた 壮大な生命進化
のドラマ に迫ります。鳥が恐竜の子孫である
という説は、始祖鳥の化石発見で止まってい
ましたが、近年、次々に発見された化石によ
り新事実が判明します。その生態、さらには
恐竜と鳥とをつなぐ進化の秘密が明らかに！
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●土・日・祝日／11：30 ～12：15
●毎日／16：10 ～16：55　　※星空案内はありません。

　ガオガオさんと公園に天の川を観察しに来
たしまじろうたち。そこに彗星の妖精セセが
助けを求めてやってきます。双子のお兄さん
ススが小惑星に挟まって困っているようです。
彗星は流れ星を見せてくれる大切な存在。こ
のままでは流れ星をみることができません。
しまじろうたちは、無事流れ星に願い事をす
ることはできるのでしょうか？

星空案内と
プラネットジャーニー

©渋谷区／しぶや文化創造グループ

星空案内と惑星ドクター
　宇宙一のウーチューバーを目指すドクター
Ｐは惑星の専門医。ある日、治療の様子を動
画撮影していると、大切な道具箱が盗まれて
しまいます。犯人はいったい誰なのか!?  ドク
ターＰは無事に惑星の治療ができるのか!? 
惑星の特徴を知りながら、愉快な仲間たちと
一緒に暴れてバズって大騒ぎ！ 惑星の知識
もイイネも急上昇プラネタリウムです。

©山梨県立科学館

　太陽の周りを回る８つの惑星。そこには灼
熱の金星、赤い大地の火星、縞模様の木星、
神秘の環を持つ土星など、地球とはまったく
違う世界が広がっています。惑星探査機に
よって浮かび上がる惑星の姿を見に、太陽系
を旅していきましょう。この惑星旅行を通じ
て、私たちの故郷・地球の素晴らしさを体感
できることでしょう。

●土・日・祝日／12：40 ～13：25
※星空案内とセットでの投影です。
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●「プラネタリウムをみた
後、実際の空で星をみる
ツアー」は、悪天の場合は
プラネタリウムのみとな
ります。
●観望会実施の有無は、
当日17：00に当館のホー
ムページにてお知らせい
たします。
●　 のイベントは、事前
予約が必要です。ホーム
ページの予約フォームか
らお申込みください。

予
●土・日・祝日／
10：30～、11：40～、14：20～（各回20分）
※天候によって公開を中止・中断する場合があります。

ドーム
シネマ

プラネタ
リウム番組

プラネタ
リウム番組

キッズ・
プラネタ
リウム

★各回入れ替え制です。途中での入退場はご遠慮ください。
★１回の投影時間は約45分、入場は投影開始の10分前からです。
★キッズ・プラネタリウムは幼児から小学校低学年向けですが、どなたでも観覧できます。

●毎日／15：00 ～15：45
※星空案内とセットでの投影です。　

※5月31日（日）はイベントのため2回目（11:30 ～）、3回目（12:40 ～）、４回目（13:50 ～）の投影はお休みです。
※その他イベント等により、投影内容が変更または中止となる場合があります。

団体予約 団体予約 団体予約

土・日・祝日

平日

第１回（１０：2０～）投影回 第２回（１１：30～） 第３回（１2：4０～） 第４回（１3：50～） 第５回（１5：００～） 第6回（１6：1０～）

キッズ・プラネタリウム
星空案内●✚

「しまじろう」
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ドームシネマ
「ディノグライダー」
※星空案内はありません
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プラネタリウム番組
星空案内●✚

「プラネットジャーニー」

プラネタリウム番組
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「惑星ドクター」

当館オリジナル番組

プラネタリウム番組
星空案内●✚

「惑星ドクター」

18：30 ～20：00
 天体 
観望会「接近している火星をみよう」

今後の新型コロナウィルス感染状況等により、開館、投影回数や投影内容、チケットの販売枚数、
イベントスケジュールなどが変更となる場合があります。最新状況につきましては、当館HPをご覧ください。
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天文現象

星空の見どころ

「夏の大三角」でいちばん明るい星は?

冥王星の存在

表紙の写真

「惑星ドクター」

SSTAR MAPSTAR MAP
表紙の写真には、明るく輝く「夏の大

三角」が見られます。３つの１等星のう
ち、ひときわ明るく見えているのがこと
座のベガ、天の川を挟んでわし座のアル
タイル、天の川の中にあるのがはくちょ
う座のデネブです。明るさはベガ、アル
タイル、デネブの順に見えますが、これ
は地球から見たときの「見た目」の明る
さ。実際の明るさは、デネブ、ベガ、ア
ルタイルの順番なのです。それなのに
どうしてデネブが３つの星の中でいち
ばん暗く見えるかというと、それは地球
との距離が関係しています。
ベガは地球から約25光年（光の速さ

で25年かかって届く距離）、アルタイル
は約17光年、デネブはなんと約1400光
年も離れています。デネブはあまりにも
遠くにあるため正確な距離を知ることが
難しく、3000光年以上の距離があると
いう説もあります。（田邉）

惑星ドクターはその名の通り、惑星専
門のお医者さんです。番組内では太陽の
周りをまわっている惑星を治療していま
した。2020年現在、太陽系の「惑星」
は全部で８個です。太陽に近い順から
「すいきんちかもくどってんかい」と覚え
ている人もいるかもしれません。しかし、
2006年以前に覚えた方は「すいきんち
かもくどってんかいめい」でしたよね？
　最後についている「めい」は、冥王星
のことを指します。2006年まで冥王星
は太陽系の９番目の惑星とされていまし
た。しかし、技術の進歩で多くの星を観
察できるようになったことや、冥王星の
軌道や大きさが他の惑星と少し変わって
いたことで「準惑星」という分類に改め
ました。冥王星が惑星から外れる！　と
当時はかなり話題になったのですが、最
近は知らない世代が多いのかもしれませ
ん。たまには冥王星のことを思い出して
あげてください。（金井）

北の空高くには北斗七星がよく見えます。北斗七星とうしかい座のアルクトゥールス、おとめ座のスピカを結んでで
きるのが春の大曲線です。5月中旬から6月、7月と時が流れていくとともに春の大曲線は西へと傾きます。その頃東か
らは夏の大三角、いて座、さそり座といった夏の星たちが姿を表します。夜が更ける頃には木星、土星、火星も見られ
ます。わずかな晴れ間のチャンスを逃さないようにして星空観察を楽しんでみるのはいかがでしょうか。（臼井）
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5/13水 木星、土星と月が接近
5/22金 水星と金星が接近
6/4木 水星が東方最大離隔
6/6土 半影月食
6/9火 木星、土星と月が接近
6/21土 夏至　金環日食（日本では部分日食）　

※科学館で観望会実施予定

7/6月 木星、土星と月が接近

7/14火 木星が衝
7/21火 土星が衝
7/23木 水星が西方最大離隔
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