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新月 太陽と同じ方向にあるため見えない
上げん 正午ごろに東から出て夕方に南中、夜中に西へしずむ
満月 太陽がしずむころに東から出てきて夜どおし観察できる
下げん 日付が変わるころ出てきて明け方に南中、正午ごろに西へしずむ
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昼は太陽観察★
夜は天体観察
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月 食 の 時 間

夜5:48 半影(はんえい)開始

6:45 本影(ほんえい)開始
8:11 皆既(かいき)開始
8:19 食の最大
8:26 皆既終了
9:52 本影終了
10:50 半影終了

高さのめやす
にぎりこぶし たて1個分の高さ(10度)
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大分市
月の出(月が出る時間)夜7:04 
日没(日がしずむ時間)夜7:15
薄明終了(空がまっくらになる時間)夜8:52

時間データはステラナビゲータ11参考/他社データと多少の誤差がありますが観察には影響しません

（ダンジョンスケール）

月が、地球のカゲにすっぽり入っ
た「かいき」の時の月の色を観察
してみよう。今回は8時10分か
ら8時半くらいの時の月をみてね。

2 年 ぶ り の か い き 月 食

な にが わ か るの ?
かいきの時の月の色で、大気のじょうたいがわかるよ!
色の見本をみて、今回の月の色はどれに当てはまって
いるか見てみよう。0や1,2のように暗い色だと大気の
なかにチリやよごれ、水じょう気が多いんだ。3や4のよ
うに明るいと大気はすんでいるんだって!!

約40万7000ｋｍ

地球と月の平均きょりは38万ｋｍ

約35万6000km
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今 年 最 大 の 満 月
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小さな満月を
10円玉に
たとえると

大さな満月は
500円玉
くらいだよ

写真をとって、2まい
ならべるとわかるけど
目で見ても大きさの変化
には気づけないほどなんだ

電球などの丸い光源→

半影はんえい

本影ほんえい

物に光があたったとき、二重のカゲができる
のを見たことがあるかな?真ん中のこいカゲ
を「本影」外側のうすいカゲを「半影」というよ。
月食は太陽にてらされた地球の本影と半影に
月が入っていることで起きるよ。

東

はんえい・ほんえい?
本影ほんえい

半影はんえい

月食を
太陽側から見てみたら。

太陽、地球、月のならびは「満月」
満月のたびに月食にならないのは
月と地球の通り道が5度ほどかたむいて
いるのから。地球のカゲの外に月が
あることのほうが多いんだよ。

ところでかいきげっしょくって何でしょう!?まずは「月食」から。
月が食べられた、月を食べた、という漢字になっていますね。
文字通り食べられたように、月がみるみると黒くかけて見える
ことから月食という名前がついています。しかし、何か大きな
ものがパクリと食べたわけではなく、この黒い正体は地球のカ
ゲなんです。
地球も月も宇宙空間にうかんでいます。そして太陽にてらさ
れています。わたしたちも外にいると、太陽と反対側にカゲが
のびていますよね。地球も同じように太陽にてらされて、大き
なカゲが宇宙にのびています。そのカゲに月が入ると月は暗く
なり月食というげんしょうがおきるんですよ。

皆既かいきという言葉には「みんな」「いっぱい」というような意
味があるので、今回のように月がすっぽりとみんなかくれる。と
いう意味から「皆既かいき月食」とよびます。ですが、全部かく
れていない時は一部分だけという意味から「部分月食」とよ
びます。かいき月食は部分月食のあと、かいき月食になって、
また部分月食になって最後はいつもの月にもどります。

星をみよう
4/30  22時ごろ
5/15  21時ごろ
5/30 20時ごろ
6/15 19時ごろ
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春の大三角
さがしかた

春の大曲線
だいきょくせん

さがしかた

北斗七星ほくとしちせいを見つけます。北東(東のすぐ北側)の空を見上げてみま
しょう。持ち手を下にしてフライパンを立てたような、7つの星のならびが見つ
けられます。これが北斗七星ほくとしちせいで、おおぐま座の星です。この星のなら

北斗七星ほくとしちせいの持ち手の部分をのばしていくと、明るいオレンジ色の星が見つかります。うしか
い座の一等星「アルクトゥルス」、そのままさらにのばしていくと青白い星が見つかります。これはおと
め座の一等星「スピカ」このふたつの一等星を使ってきれいな正三角形を作ってみましょう。少しくら
い星がありましたね。これはしし座の二等星「デネボラ」です。この三角形を「春の大三角」とよんで
いますよ。さてその「デネボラ」からしし座をさがしてみましょう。しっぽという意味をもつこの星はまさに
ししのしっぽにあります。かけあがっていくししを想ぞうしてみましょう。少し南よりにハテナをひっくり返
したような星のならびを見つけてみましょう。これは「ししのおおがま」ししの頭のところです。むなもと
には少しひかえめの一等星「レグルス」がかがやいています。全天で21こある一等星の中でいちば
ん暗い星です。ですがはるか昔から、とても大切な星として使われていたんですよ。

春の大三角を見つけた方法で大きな曲線をえがいてみましょう。持ち手をの
ばして、ふたつの明るい一等星アルクトゥルス、そしてスピカからさらにそのまま
のばしていくと、くらい星なのですが4つのプリンのような形のならびが見つけら

れます。ここまでを「春の大曲線」とよびとても大きな曲線になりますね。ところでその4つの星のなら
び、これは「からす座」です。からすに見えませんね。それもそのはず、このカラスは夜空と同じ真っ黒
なカラスですから。ただ、羽をとめている銀のクギだけが星空に見えているのですって。どうしてこんな
ことになってしまったのでしょうね?ギリシャ神話にその理由が書いてありますよ。

国際(こくさい)宇宙ステーション（ISS）は、地上から約400km上空に
建せつされたサッカーグランドほどの大きさがある大きな有人実験しせつで
す。1周約90分というスピードで地球の周りを回りながら、実験・研究、
地球や天体の観そくなどを行っています。ステーションには宇宙飛行士が
6名たいざいしています。野口宇宙飛行士も現在たいざいしていますよ。

🄫JAXA

空が暗くなってからわたしたちの住んでいる場所の上空を、宇宙
ステーションがつうかするときに目でも見ることができます。飛行機
のようにチカチカせずに、明るい光がゆっくりと動きます。じんわりと
見え始め、だんだんと明るくなりそしてまたじんわりと暗くなっていき
ます。高いところを飛んでいる宇宙ステーションにはまだ太陽の光
がとどいているので明るく見えるのです。もし空を見上げて、とても
明るい光がゆっくりと動いていたらそれはこの国際宇宙ステーショ
ンかもしれません。それ以外の人工えい星も目で見えることがあり
ます。星空を見ている時に気づくかもしれませんね!宇宙ステー
ションがいつ自分の住んでいるところの上空を通るかインターネッ
トで調べることができます。大人の人にしらべてもらって、かならず
大人の人といっしょに観察をしましょう。宇宙飛行士たちもみなさ
んの住んでいる町の明かりをながめているかもしれませんね!

イメージ図

きぼうをみよう

2年ぶりとなる、かいき月食です。今回は月がかけたままのぼってきます。太陽の
光が残っているため空は明るいですが時間とともに暗くなり月の様子が観察しや
すくなります。かいきの時間帯もまだ少し太陽の光が残っているため真っ暗では
ありませんが、満月の明るさで見えなかった星が見えているので月の色だけでは
なく、星空の様子を観察してみましょう。空の明るさはどう変化していくか、見え
る星の数の変化などを時間といっしょに記録しておきましょう。夜8時すぎると月
が明るくなり夜10時には満月本来の空の明るさがもどっています。
大分では、見え始めからして月の高さがかなり低いため東南東が開けたところで
観察しないと建物にかくされてしまいます。家で見られない時は安全に観察でき
る場所を大人の人といっしょにさがしたり、観察会をしているところで見るようにし
ましょう。2021年は11月にもう一度、月食がありますよ。こちらもお楽しみに!!

皆既かいき

部分ぶぶん

アンタレス

今年いちばん大きく見える満月の日は5月
26日です。よく「スーパームーン」とよんだりす
るね。スーパームーンは天文の言葉では「近
地点満月」というんだ。その文字の通り地球
と月が近いところで満月になるということなん
だよ。月と地球のきょりは一定ではなくて円を
つぶしたような「だ円形」なので、近いところも
あれば遠いところもあるんだよ。今回は月食
もあるのでお月さまを見るのもわくわくしちゃう
ね!!ちなみに、今年いちばん小さな満月は
12月19日だよ。

月食は特別な道具がなくても観察できます。しかしもしもある
ならば、望遠鏡やそうがん鏡を使って観察してみましょう。
満月は正面から太陽の光が当たっているじょうたいなので、ク
レーターのカゲができずのっぺりとした月に見えています。月食で
暗くなってもそれは変わらないので、クレータ
ーは見えないのですよ!たしかめてみてくださ
いね。カメラを使って月の写真をとってみるの
もよさそうですね。この場合は大人の人に使
い方を教えてもらってちょう戦してみてください
ね。海星館ではお天気がよければ、
月食の観察会をしますよ。大きな
望遠鏡で見たらどんなふうに見えるの
かな・・・★

ゴールデンウイークは海星館へあそびにおいで !


