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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

Yamanashi Prefectural Science Center

2020年9月・10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」9/12土
19：00～20：00
天体観望会「接近している火星をみよう」10/10土

予

予

18：00～21：00
ライトダウンやまなし11/7土
18：00～19：00
ふたご座流星群をみよう12/13日 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

●土・日・祝日／10：20～11：05　※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／14：10～14：55　※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。

●土・日・祝日／12：15～13：00　※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。

●「天体観望会」は悪天の場合は中止となります。開催の有無は、
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。

●平日／16：05～16：50　※星空案内とセットでの投影です。　

※定員や参加方法などの最新の情報はホームページにてご確認ください。

★ 幼児 小学校低学年向 す 観覧 す

※※定員や 方法な 情報はホ ムペ ジにてご確認くださいなどの最新の情や参加方定員や参参加方法法などのの最新の情報はホ ムペ ジ 確 ださにてご確ご確認ください

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（１2：15～） 第３回（１4：1０～） 第４回（１6：05～）

プラネタリウム番組
星空案内●✚

「サイエンスZERO」

プラネタリウム番組
星空案内●✚

「月　その先の宇宙へ」

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.10

©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

●土・日・祝日／16：05～16：50　※星空案内とセットでの投影です。
※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。

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

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～」

投影スケジュール（～11/3火　）
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天文現象

星空の見どころ

月の表と裏

星空はずっと同じではない

表紙の写真STAR MAPSTAR MAP
　今回の表紙写真は「満月」です。月は地
球の周りをまわっている衛星で、月と地
球と太陽の位置によって見え方が変わっ
てきます。三日月、半月、満月と様々な姿
を見せてくれる月ですが、満月の時は表
面の様子がよくわかります。白い部分は
陸、黒い部分は海と呼ばれています（海
といっても水はありません）。黒い部分は
昔から色々な形に見立てられ、日本では
餅をついているウサギが有名ですね。そ
の他にも、カニ、ライオン、女性の横顔な
どに見立てられています。みなさんは何
に見えるでしょうか。
　私たちはいつも月の同じ面を見ていま
す。月も自転していますが、その自転は
地球を回る公転と同じ周期なので、私た
ちは同じ面しかみることができません。
月の裏側には、表面よりも隕石衝突でで
きたクレーターがたくさんあります。月
の表側と裏側では、ずいぶん様子が違う
ようです。（金井）

　作中には「みなみじゅうじ座」が登場
します。この星座は山梨からは見られま
せんが、沖縄県や小笠原諸島では、時期
によっては、水平線の近いところに見る
ことができます。今から約1万3000年
後には、山梨県でもみなみじゅうじ座を
みることができるようになります。これ
は、地球の「歳差」という運動によるもの
です。地球が自ら回るのを「自転」といい
ますが、この自転の軸は、約23.4度傾い
ています。この軸の向いている方向は、
ずっと同じではなく、円を描くように少
しずつ変化します。これを「歳差」運動と
いいます。
　私たちが実際にみなみじゅうじ座を山
梨県からみるのは難しいですが、宇宙の
スケールでは今でも星空は少しずつ変化
しています。つまり今見えている星空は
今しか見みられないということです。そ
う考えて星空の観察してみると特別な気
分になれるかもしれません。(臼井）

　秋の空にはあまり明るい星は見あたりませんが、Wの字を描くカシオペア座はその並びが見つけやすく、ひ
ときわ目立ちます。その近くに見える秋の四辺形はペガスス座の胴体部分を形づくっており、そこからアンドロ
メダ座をたどることができます。この時期は惑星も観察の好機です。火星は10月６日には地球と最接近し、
2021年1月ごろまで明るく見えます。また火星よりも早い時間に姿を見せる木星と土星も、10月ごろまではよ
く見えます。望遠鏡を持っている方は、ぜひ火星だけでなく木星の縞模様と土星の環も見てみましょう。（木村）
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【番組コラム】
イルカのドビーと虹色の海

9/6日 火星と月が接近
9/14月 金星と月が接近
9/22火 秋分の日
9/25金 木星が月に最接近
9/26土 土星が月に最接近
10/1木 中秋の名月
10/2金 水星が東方最大離隔

10/3土 火星と月が接近
10/6火 火星が地球に最接近（準大接近）
10/14水 金星と月が接近
10/15木 火星が衝
10/22木 木星、土星と月が接近
10/30金 火星と月が接近
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