
投影スケジュール（～8/23日） ススススス ペペペペペ ーーー スススススス シシシシシ アアアアアア タタタタ ース ペ ー ス シ ア タ ー

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

Yamanashi Prefectural Science Center

2020年7月・8月号

夜の天体観望会

19：00～20：00
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」9/13木

19：00～20：00
天体観望会「接近している火星をみよう」10/10土

19：30～20：30
ペルセウス座流星群をみよう8/12水 予

予

予

Photo ／臼井圭一郎（山梨県立科学館）

11月3日（火・祝）までの投影プログラム
星空案内と
忍たま乱太郎の宇宙大冒険 
with コズミックフロント☆NEXT　
ブラックホールで危機一髪!?の段

©尼子騒兵衛/NHK・NEP

●毎日／10:20~11:05、14:10~14:55　　
※星空案内とセットでの投影です。

イルカのドビーと虹色の海

　イルカの国では年に一度、光り輝く石ヴァ
ージン・レインボーを祀る「虹のお祭り」が開
かれます。しかしお祭りの前日、ヴァージン・
レインボーとアリーがサメにさらわれてしまい
……。弱虫イルカのドビーは、ヴァージン・レイ
ンボーとアリーを取り戻すことができるのか?

©D＆Dピクチャーズ

©VisualArt's/ Key/ 
planetarian  project

●毎日／12：15 ～13：00　※星空案内はありません。

　乱太郎・きり丸・しんべヱの３人が、宇宙の
名ガイド、ミス・スワンの案内で宇宙の絶景
を見るツアーに出発。星の一生や星団・星雲・
ブラックホールについて学びます。ところが
クライマックスのブラックホールで大ピンチ！ 
3人は無事に元の世界に戻れるか!?

星空案内と
サイエンスZERO 奇跡の地球

©2019  NHK
©藤沢市湘南台文化センターこども館／NED

星空案内と 
planetarian
～ちいさなほしのゆめ～
プラネタリウム特別版

　世界大戦後の危険な封印都市にある忘れ
去られたプラネタリウム。そこに迷い込んだ
男・“屑屋” が出会ったロボットの少女で解説
員の “ほしのゆめみ”。１年で７日間しか稼働
できないロボットの少女が、目覚めたまさに
その日におとずれた偶然。そこで起こった奇
跡とは―。

　この美しい惑星は、実はいくつもの奇跡が
重なって生まれていました。地球創世期の驚
異から現在の環境問題、そして未来の姿を紡
ぐ壮大な物語をお楽しみください。NHK・E
テレで放送中、最先端の科学と技術を紹介す
る「サイエンスZERO」のプラネタリウム特別
番組です。

●8月24日（月）以降投影予定です。
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●「ペルセウス座流星群をみよう」「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

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／16：05 ～16：50　※星空案内とセットでの投影です。　

※番組および投影スケジュールは変更となる場合があります。
※「サイエンスZERO  奇跡の地球」「月  その先の宇宙へ  夢と挑戦のフロンティア」は8月24日（月）以降投影予定です。

●ここに掲載している投影スケジュールは8月23日（日）までの予定です。

第１回（１０：2０～） 第２回（12：15～） 第３回（１4：1０～） 第４回（１6：05～）

キッズ・プラネタリウム
星空案内●✚

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」

キッズ・プラネタリウム
星空案内●✚

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」

ドームシネマ
「イルカのドビーと虹色の海」

※星空案内はありません

プラネタリウム番組
星空案内●✚

「planetarian
～ちいさなほしのゆめ～」

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。

No.9

©佐賀県立宇宙科学館

星空案内と 
月 その先の宇宙へ　
夢と挑戦のフロンティア

　人々は古くから月の満ち欠けで生活のリズ
ムを刻み、それは文明の発展にも影響してき
ました。月の役割や不思議、アポロ計画につ
いて、美しい映像にのせて解説します。月は
人類が唯一足跡を印した地球以外の天体で
す。そして月はその先の宇宙へと続く扉なの
かもしれません。

©山梨県立科学館
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プラネタ
リウム番組

●8月24日（月）以降投影予定です。
※以前のご案内と一部情報が異なります。また内容は変更する場合もあります。
最新の情報はホームページをご確認ください。
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天文現象

星空の見どころ

アンタレスの色

夏の空のブラックホール

表紙の写真STAR MAPSTAR MAP
　表紙は、甲府盆地の夜景と星空です。
左側のぼんやりとしたものが天の川で、
その右側にさそり座があります。この星
座には、赤っぽい星「アンタレス」があり、
この名前は「火星に対抗するもの」とい
う意味に由来します。
　さそり座は太陽の通り道である「黄道」
に位置する「黄道12星座」のひとつで、
火星だけではなく太陽系の惑星の軌道
は黄道の近くにあるため、黄道12星座
付近を通るように見えます。
　火星は、7月上旬は23時頃、8月上旬
は22時頃に東の空に昇ってきます。この
頃には、さそり座は南西の方角に見えま
す。少し夜ふかしして、火星とアンタレス
の色を見比べるのはいかがでしょうか。
(臼井)

　作中にブラックホールが出てきますが、
夏の夜空には天文の世界ではよく知られ
たブラックホール候補があります。その
うちのひとつはお話の中にも出てくる「は
くちょう座Ｘ-1」です。宇宙から来るＸ線
を観測する人工衛星が発見したもので、
ここからはとても強いＸ線が出ていたの
です。これは、ブラックホールに吸い込
まれる物質がその直前に強いＸ線を放出
しているからだと考えられました。これ
がブラックホール候補の最初の発見です。
もうひとつは、非常に強い電波源として
発見された「いて座Ａ*」です。いて座Ａ*
は私たちの地球や太陽がある天の川銀
河の中心に位置してます。銀河の中心に
は巨大なブラックホールがあるのではな
いかという仮説とも合い、そこには太陽
の400万倍を超える超大質量のブラッ
クホールがあると考えられています。夏
の星空を見上げるとき、美しい星々だけ
でなくブラックホールにも思いをはせる
のはいかがでしょうか。（信清）

　夏を実感する時期になると、宵の頃、東の空に明るく目立つ３つの星を見つけることができます。
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、この３つの星を結んで夏の大三角を作る
ことができます。その三角の中を通り、南の地平線まで天の川が流れています。天の川に釣り針を垂
らしたかのような形のさそり座、そのさそりを狙ういて座も見ごろです。いて座のところには木星と
土星が輝いています。8月の終わりにはこの木星と土星が接近しますので、お見逃しなく！（金井）
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休日対応
平日対応
休館日
シアター休み
シアターイベント
新月
上弦
満月
下弦
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7月下旬 22：00 ・ 8月上旬 21：00 ・ 8月下旬 20：00 の星空7月下旬 22：00 ・ 8月上旬 21：00 ・ 8月下旬 20：00 の星空
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東南東 西南西

南南東 南南西

北西

南東 南西

7/21火 土星が衝
7/23木 水星が西方最大離角
8/2日 木星、土星と月が接近
8/9日 火星と月が最接近
8/12水 ペルセウス座流星群が極大（条件悪）
8/13木 金星が西方最大離角
8/15土 金星と月が接近
8/17月 水星が外合
8/25火 伝統的七夕（旧７月７日）
8/29日 木星、土星と月が接近

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
with コズミックフロント☆NEXT
ブラックホールで危機一髪！？の段
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