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星空ガイド ８月１６日～９月１５日

※惑星は２０２１年９月１日の位置です。

よいの星空
８月１６日２２時頃

９月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
８月１６日 ４時頃

９月 １日 ３時頃

１５日 ２時頃

［太陽と月の出入り（大阪）］

月 日 曜 日の出 日の入 月の出 月の入 月齢

８ １６ 月 ５：１９ １８：４５ １３：１２ ２３：３１ ７.５

２１ 土 ５：２２ １８：３９ １８：１４ ３：２６ １２.５

２６ 木 ５：２６ １８：３２ ２０：５０ ８：４７ １７.５

９ １ 水 ５：３０ １８：２４ － １４：３１ ２３.５

６ 月 ５：３４ １８：１８ ４：１８ １８：１０ ２８.５

１１ 土 ５：３７ １８：１０ ９：５４ ２０：５０ ４.１

１５ 水 ５：４０ １８：０５ １４：２７ － ８.１
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夕方に金星が見ごろ

夕方の西空には金星が宵の

明星として見えています。今年

３月２４日の外合以降、宵の西

空で輝いていて、１２月なかごろ

まで楽しむことができます。た

だ、今シーズンはあまり高くには

見えず、８月後半から９月前半

での日没３０分後の地平高度は

１５～２０度程度にしかなりませ

ん。ですので、西の空がよく見通

せる場所で観望するようにしてください。明るさはマイナス４等と非常に明るく、夕方の

薄明かりの中でも見ることが可能です。

９月１０日の夕方には、月齢３の細い月と金星が並んで見えます（図）。夕方の明

るさが残る中で輝く月と金星は、写真撮影にもおすすめです。

木星と土星が見ごろ

木星と土星は、やぎ座に位置していて、見ごろになってきました。夕方、太陽が沈

んだ頃に南東の空に見え、南中時刻は木星が２３時前後、土星が２２時前後となっ

ています。特に、木星は８月２０日が衝になり、この時期はほぼ一晩中見えますので、

観望の好機です。

その他、８月２２日と２３日には、木星の４つのガリレオ衛星の中の一つが、他の衛

星の影に入る「食」や、背後に隠される「掩蔽」が起きます。これは望遠鏡を使わない

と見ることができない現象です。詳しい情報は、天文雑誌やインターネットなどで紹介

されていますので、望遠鏡をお持ちの方はチャレンジしてはいかがでしょうか。

嘉数 次人（科学館学芸員）
［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

８ １６ 月 上弦（０時）

１７ 火 月が最近（３６９,１００㎞）

２０ 金 木星が衝

２１ 土 月と土星がならぶ

２２ 日 〇満月（２１時）

月と木星がならぶ

２３ 月 処暑（太陽黄経１５０°）

３０ 月 下弦（１６時）

月が最遠（４０４,１００㎞）

月 日 曜 主な天文現象など

９ ５ 日 金星とスピカが近づく

７ 火 ●新月（１０時）

白露（太陽黄経１６５°）

８ 水 夕方の低空で月と水星がならぶ

１０ 金 夕方に月と金星がならぶ

１１ 土 月が最近（３６８,５００㎞）

１４ 火 上弦（６時）

水星が東方最大離角

海王星が衝

図：９月１０日の月と金星 （日没後３０分）
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銀河の発電所

放送大学 谷口 義明

１．不思議な宮沢賢治

宮沢賢治（明治２９［１８９６］年～昭和８［１９３３］年；以下、賢治と略す）は不思議

な人であった。

２０１８年の夏、私は初めて賢治の童話『銀河鉄道の夜』を読んだ。主人公のジョ

バンニと友人のカムパネルラが銀河鉄道に乗って天の川の中を楽しく旅をする物語

だと思っていたが、読んでみると違った。とても切ない物語であり、これが少年小説な

のだろうか。そう思ったほどである。しかし、気を取り直して再読し、現代天文学の知

識を駆使して、『銀河鉄道の夜』で繰り広げられる天の川の世界を解釈してみた。そ

れをまとめたのが拙著『天文学者が解説する宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の

旅』（光文社新書、２０２０年）である。この本を書いて天文学者である私が得た結

論。それは

「賢治には未来が見えていた」

であった。

『銀河鉄道の夜』は１９２４年に書き始められた（初期形第一次稿；初期形は第三

次稿まである）。そして、現在流布している 終稿（第四次稿）は晩年まで改訂が続

けられ、未完に終わったものだ。ざっと１００年前の天文学の知識に基づいて書かれ

ているはずなのだが、実のところ現代天文学での知見と上手くマッチしている表現が

多々見られるのだ。正直なと

ころ、驚いた。

では、『銀河鉄道の夜』以

外の作品（童話と詩）はどうだ

ろうか？ 手当たり次第、読

んでみたが、結論は変わるど

ころか、揺るぎないものになっ

た。そこで、本稿では賢治の

先見性を示す証拠のひとつ

である“銀河の発電所”につ

いて述べることにしたい。

なお、賢治の作品の引用

は『【新】校本 宮澤賢治全

集』（筑摩書房、編纂校訂：

宮澤清六・天沢退二郎 入

図１：『【新】校本 宮澤賢治全集』全１６巻、別巻１ 全
１９冊、筑摩書房、１９９５年～２００９年。賢治はわずか
３７年の人生でこれだけの業績をあげたことになる。
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表１：賢治の作品に出てくる“発電”
に関する用語の出現頻度。
『【新】校本 宮澤賢治全集』 ［別

巻］補遺・索引、索引篇、筑摩書店、
２００９年に準拠。ここで与えた回数
は、本文篇と校異篇の両方での出
現頻度を加えたものである。

用語 回数

発電所※ ７

海力発電所 ２

潮汐発電所 ４

銀河の発電所 ４

発電室 １

発電所技師 １

合計 １９

※「発電処」と、ひらがなの「はつでんしよ」を、それぞれ１回ずつ含む。

沢康 夫・奥 田 弘・栗 原 敦・杉 浦 静、１９９５年～２００９年：全１６巻、別 巻１ ［全

１９冊］、図１）に準拠する。引用の際には、巻数と頁数のみを記すことにする。なお、

この全集は各巻、本文篇と校異篇の二分冊からなっている。

２．発電所は好きですか？

「発電所は好きですか？」 もし、こういう質問を受けたら、皆さんはどう答えるだろ

うか？ 私の場合なら、こう答える。「好きでも嫌いでもありません」 もちろん私たちが

生活していくためには、発電所は必須の施設になっていることは理解している。私の

住んでいる仙台の近郊にもダムはある。しかし、見学に行くことはない。ということで、

好きでも嫌いでもないという答えにしておいた。

ところが、賢治の場合、“発電所オタク”と言ってもよいように感じる。なぜなら、賢

治は作品の中で“発電”という言葉を好んで使っているからだ（表１）。

賢治は１８９６年に生まれ、１９３３年に亡くなっている。賢治の生きていた時代に

存在していた発電所は水力発電所だけである。その第一号は１８９１年にできた京都

にある蹴上発電所である。一方、火力発電は１９６０年代、原子力発電は１９７０年

代に入ってからの稼働である。

ところが、不思議なことに、表１には水力発電所は出てこない。出てくるのは海力

発電所、潮汐発電所、そして銀河の発電所の三種類である。しかし、実際には二種

類である。なぜなら、海力発電所と潮汐発電所は同じものと考えてよいからだ。これ

らは両方とも、賢治の童話『グスコーブドリの伝記』（図２）の中に出てくる。この童話は

『【新】校本 宮澤賢治全集』の第十二巻に掲載されているが、この巻の校異篇を見

てみると、海力→潮汐への変更の跡がある（１５９頁下段の 後の方）。これがあるの

で、二つの発電所を同じものとみなすことにする。

では、『グスコーブドリの伝記』の中で、潮汐発電所が出てくる箇所を見てみよう。

ＹＯＳＨＩＡＫＩ ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ
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潮汐発電所が全部完成しましたから、火山局では今年からみなさんの沼ばたけや
そ さ い

果樹園や蔬菜ばたけへ硝酸肥料を 〔 〕 地方ごとに空中から降らせることにいた

します。 （第十一巻、６３頁。ただし文中の ［ ］ は一字空きを意味する）

潮汐発電では、潮汐（潮の満ち引き）で上下移動する海水の運動エネルギーを使

って発電する。賢治はこの潮汐発電で得た電気を使って、肥料の散布を考えたよう

だ。

ところが、また不思議なことがある。潮汐発電が 初に実用化されたのは１９６６年

１１月のことだ。フランスにあるフランス潮力発電所である。なぜ、賢治は３０年以上も

前に潮汐発電所のことを思いついたのだろう。

３．銀河の発電所

では、いよいよ“銀河の発電所”だ。この言葉は『春と修羅 第二集』の中にある

〔岩手軽便鉄道 七月（ジャズ）〕という心象スケッチの中に出てくる。

銀河の発電所や西のちぢれた鉛の雲の鉱山あたり （第三巻、２２８頁）

第三巻の校異篇の下書き原稿も入れれば、賢治は“銀河の発電所”という言葉を

５回用いている。

普通の感覚では、銀河が発電を行うようなことをすると考える人は少ないと思う。し

かし、銀河が何らかのエネルギーを生み出す能力を持っていたように賢治は感じて

いたのだろう。

もちろん、そこには願望もあったのかも知れない。なぜなら、賢治の時代では、十

図２：昭和十六年に
出版された『グスコー
ブドリの伝記』の初版
本。仙台市内の古書
店で手に入れること
ができた。
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分な電力を賄うことは難しかったからである。停電などは日常茶飯事だっただろう。

悠久なエネルギー源を希求しても不思議ではない時代ではあった。しかし、その担い

手として銀河を想定する人は、賢治を除けばいなかっただろう。

さて、もうひとつ類似する文章もあるので見ておこう。『詩ノート』一〇五六 〔サキノ

ハカといふ黒い花といっしょに〕 の 後の行に出てくる。

銀河をつかって発電所もつくれ （第四巻、２３６頁）

発電所は何らかの方法を用いて電気エネルギーを取り出す設備である。ここで興

味深いのは、銀河を使えと言っていることだ。これは何を意味するのだろう？ とりあ

えず、電気以外のエネルギーも視野に入れておこう。

賢治の時代、銀河といえば天の川銀河（銀河系）のことである。銀河の中にあっ

て、エネルギーを創り出して輝いているのは星である。つまり、星は銀河の中の発電

所であることは間違いない。

星がエネルギーを創り出すメカニズムは熱核融合である。太陽のような主系列星

の場合、熱核融合で水素原子核（陽子）をヘリウム原子核に変換しているが、その際

に生じるわずかな質量の減少（質量欠損）をガンマ線に換えている。質量はエネル

ギーと等価である。これはアインシュタイン（１８７９～１９５５）の特殊相対論の重要な

帰結の一つである（Ｅ＝ ｍｃ２ で表現される；ここで Ｅ はエネルギー、ｍ は質量、ｃ

は光速度）。つまり、星はアインシュタイン・エンジンで輝いているともいえる。

図３：「いて座」の風景。（左）南斗六星と星雲・星団。
（右）左図の星雲・星団のクローズアップ。 （撮影：畑英利氏）

ＹＯＳＨＩＡＫＩ ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ
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では、銀河の発電所は星なのだろうか？ たぶん、違う。それが私の心象である。

なぜなら、賢治の時代、星がなぜ輝くか理解されていなかったからである。米国の物

理学者であるハンス・ベーテ（１９０６～２００５）が太陽などの星のエネルギー源は熱

核融合であることを示したのは１９３９年のことであった。エネルギー源を理解できな

い星。それを賢治が銀河の発電所に仕立てるとは思えないということだ。

では、賢治は天の川に何を見ていたのだろうか？ 賢治は星座の中では「さそり

座」が一番好きだったようだが、「いて座」にも関心を寄せていた（図３）。

はるかにめぐりぬ 射手や蠍 （『ポランの広場』。第七巻、６７頁）

「いて座」の方向は天の川が一番明るく見える方向である。そのため、「いて座」の

方向に天の川の中心があることは、賢治が子供の頃から知られていた。現在では、

その中心には電波源いて座Ａ＊（エースター）があることが分かっている。そして、そこ

には超大質量ブラックホール（質量は太陽質量の約４００万倍）があることが観測で

確認されている。これは２０２０年ノーベル物理学賞を受賞した研究である（図４（Ａ）

参照）。

ここで、また驚くべきことがある。それは、賢治が電波源いて座Ａ＊があることを予

見していたような詩を１９２４年の夏に書いていたことだ。賢治の詩、〔温く含んだ南の

風が〕 を見てみよう。

天の川の見掛けの燃えを原因した

高みの風の一列は

射手のこっちでひとつの邪気をそらにはく （第三巻、９２頁）

そのあとにも面白い表現が出てくる。

うしろではまた天の川の小さな爆発 （第三巻、９３頁）

さらに、別な詩だが、〔この森を通りぬければ〕 にも似たような表現を見つけること

ができる。

夜どほし銀河の南のはじが

白く光って爆発したり （第三巻、９５頁）

天文学で爆発といえば、新星や超新星が思い浮かぶ。賢治の時代でもこれらの現

象は知られていた。しかし、星が輝くメカニズムがわかっていなかったので、やはり、銀

ＧＡＬＡＣＴＩＣ ＰＯＷＥＲ ＰＬＡＮＴ
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河の発電所にはそぐわないだろう。ちなみに、星が中性子星に移行するときに超新星

爆発が起こることはフリッツ・ツヴィッキー（１８９８～１９７４）が１９３４年に見抜いてい

たが、賢治の没年の翌年のことだった。

では、賢治は「いて座」に何を見ていたのだろう？ 先ほど紹介した文章は、あたか

も、電波源いて座Ａ＊の御本尊である超大質量ブラックホールが暗躍していることを

察していたかのようだ。ただし、米国の電波技師、カール・ジャンスキー（１９０５～

１９５０）が「いて座」の方向に電波源を発見したのは１９３３年のことだ。これが電波天

文学の幕開けになった。ところが、１９３３年は賢治の没年でもある。賢治には何か予

感のようなものがあったのだろうか。

賢治は友人たちによく言っていたそうである。「すべては直観である」 つまりは、そ

ういうことなのか。そう思うしかない。

結局、賢治の直観では、銀河の発電所は超大質量ブラックホールによる重力発

電だったのではないだろうか？ ところで、ブラックホールの存在を理論的に預言した

のはアインシュタインの一般相対論である。ここでの推察が正しければ、銀河の発電

所はもうひとつのアインシュタイン・エンジンがエネルギー源ということになるのだ。

図４ 三種類の超大質量ブラックホールの見つけ方。（Ａ）銀河中心核周辺の星の軌道運
動を調べる（力学的検出）、（Ｂ）銀河中心核周辺のガスの回転運動を調べる（力学的検
出）、（Ｃ）背景光を使ってシルエットして見るブラックホール・シャドウ（撮像による検出）。こ
れについては、『うちゅう』２０２１年３月号にある田崎文得氏の記事を参照されたい；「ブラッ
クホールを見た日～ＥＨＴプロジェクトの舞台裏～」（４‐９頁）。
なお谷口義明、『ノーベル賞に先んじていた野辺山電波天文台の成果』（朝日新聞 論座、
２０２０年１１月６日）も参照されたい。

ＹＯＳＨＩＡＫＩ ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ
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４．宮沢賢治は天の川に何を見ていたのか？

寝静まった夜の街。眺めれば夜空に浮かぶ天の川。皆さんはその天の川を眺めて

銀河の発電所に想いを馳せるだろうか？ 「あゝ、静かな世界だなあ」 そう感じるの

ではないだろうか。実は私もそうだ。しかし、賢治は違う。賢治には天の川が生きてい

るように見えていたようだ。そのあたりの感想を拙著『天文学者が解説する宮沢賢治

『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅』（光文社新書、２０２０年）に書いたので、ここで引用し

ておこう（２６９‐２７０頁）。

“私たちが夜空を眺めて思うことは、そこは静かな世界であることだ。ところが、

賢治の眼には、なぜかダイナミックな天の川が見えていたようだ。何億年というタ

イムスケールで天の川を見れば、そこでは星が生まれ、またある星は超新星爆

発を起こして死んでいく。やはりダイナミックな世界が展開されているのだ。

また、太陽のような星も、じつはダイナミックに変化している。太陽表面ではフレ

アと呼ばれる爆発現象が頻繁に起き、時には地球に磁気嵐をも引き起こす。

考えてみれば、地球も常に変化している。地震もあれば台風やハリケーンが吹

き荒れることもある。つまり、宇宙にある、あらゆる天体は常に変化しているのであ

る。そして、宇宙自身も膨張し、変化し続けている存在なのだ。

もちろん、人を含む動物や植物も常に変化している。細胞はどんどん死んでい

くが、新たな細胞が生まれている。そのため、見かけ上は同じ身体を保っている。

しかし、１秒後の私は今の私ではない。同様に、星や惑星、銀河も明日には少し

姿を変えている。しかし、形状としての生物や天体は、死を迎えるまでは極端に

変化することはない。生きている間は“動的平衡”状態にあるからだ。賢治は彼独

特の感性で動的平衡にある天の川に想いを馳せていたのではないだろうか。”

「賢治は天の川に動的平衡を見ていた」 これも拙著の結論のひとつであった。今

から１００年前に、この境地に至れた人がいたとは、やはり驚きである。同時代に特殊

相対論と一般相対論を構築して、人類の物理観を塗り替えたあのアインシュタインで

さえ、天の川（当時は宇宙全体を意味していた）は静かな世界だと考えていた。宇宙

は一様・等方（宇宙原理）であり、しかも時間変化をしない（完全宇宙原理）と考えて

いたからだ。しかし、賢治はまったく逆のこと、つまり、宇宙は片時も休んでいないと感

じていたのである。このことについては「朝日新聞 論座」で解説しておいたので参照

されたい（『宮沢賢治はアインシュタインを超えていた？』谷口義明、朝日新聞 論

座、２０２０年１月１４日）。

『銀河鉄道の夜』を読んだだけではよく分からなかったが、その後、賢治関係の論

考をいろいろ読んでいるうちに気がついた。どうも、答えは法華経にあるようなのだ。

法華経（「妙法蓮華経」）は森羅万象を生み出す根源的な働きであり、過去・現在・

ＧＡＬＡＣＴＩＣ ＰＯＷＥＲ ＰＬＡＮＴ
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未来の全体を包む大きな生命力を意味する（『全品現代語訳 法華経』大角修監

修、角川ソフィア文庫、２０１８年、１８頁）。つまり、法華経によれば、宇宙は絶え間

なく変化している存在であり、自分もその宇宙の一員として変化しているのである。天

の川も例外ではない。そのため、賢治から見れば、天の川も生きている存在に見えた

のである。賢治は極めて高いレベルで科学に寄り添いながらも、法華経という宗教を

通して“生命体としての宇宙”を認識するに至ったのであろう。

５．時空の旅人

さて、本稿では賢治の「銀河の発電所」について説明したが、私が用意した答えは

銀河（天の川）の中心にある超大質量ブラックホールによる重力発電であった。賢治

の作品に見られる“「いて座」の爆発”を積極的に取り入れたアイデアである。しかし、

賢治の時代、超大質量ブラックホールどころかブラックホールですら観測されていな

かった（正確には信じられていなかった）。

ところで、潮汐（海力）発電所にも驚かされたが、ひょっとしたら賢治は津波のパ

ワーを意識していたのかもしれない。実は、賢治は津波と縁がある。賢治は１８９６年

８月２７日生まれだが、その年の６月１５日、三陸大津波（明治三陸地震）があった。

そして、賢治が亡くなった１９３３年には昭和三陸地震も起きている（３月３日）。どちら

も甚大な津波被害がもたらされたが、賢治は津波のパワーを上手く利用すれば発電

できると思ったのかもしれない。津波と共に生まれ、津波と共にこの世を去った賢治

の知恵だろうか。

こう書いたところで米国の作家、マーク・トウェイン（１８３５‐１９１０）のことを思い出し

た。彼はハレー彗星が回帰した年に生まれ、７６年後の回帰の年にこの世を去った。

しかも、彼は生前、１９１０年のハレー彗星の回帰の時に死ぬだろうと予言しており、そ

の通りになったのである。

なんだか、みんな時空の狭間に漂っているようだ。所詮、私たちは時空の旅人な

のだ。

著者紹介 谷口 義明（たにぐち よしあき）

１９５４年、北海道に生まれる。高校入学当時は、弁護士を目
指していた。しかし、高校３年の春、心機一転、天文学者を目
指すことにした。東北大学で博士号を取得し、その後、いくつか
の大学をへて、現在は放送大学・教授。専門は銀河天文学、
ブラックホール天文学、観測的宇宙論である。生まれたての
銀河を探す新宇宙探査では、可視光、近赤外線、中間赤外
線、遠赤外線、電波で世界一・世界初の成果を上げてきた。
趣味はなぜか、園芸である。

ＹＯＳＨＩＡＫＩ ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ
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でんぷんの化学１１８

図１．ヨウ素でんぷん反応

図２．ぶどう糖分子がつながったイメージ
実際にはアミロースはらせん構造をとる。

臨時休館中の２０２１年５月３日。Ｔｗｉｔｔｅｒに動画

を投稿しようと思い立ち、日付をもじって原子番号

５３番のヨウ素を使った実験の様子を撮影しました。

取り上げたのは「ヨウ素でんぷん反応」。でんぷん

水溶液にヨウ素液を加えると、きれいな青紫色を示

すというものです（図１）。この反応は小学校５年生の

教科書に載っており、でんぷんは植物の発芽や成長

のために必要な養分として紹介されています。という

ことで、今回の化学のこばなしでは、ヨウ素…ではなく

でんぷんについて少し掘り下げてみようと思います。

でんぷんってなに？

そもそもでんぷんとは何でしょうか。炭水化物の一種で、わたしたちの体のはたらき

を保つために必要不可欠な栄養素です。米、小麦、イモ類やトウモロコシなどに多く

含まれています。

でんぷんは、ぶどう糖がたくさんつながった二種類の分子でできています。

数十個から数千個のぶどう糖が長い鎖状

につながってらせん状になっているアミ

ロース、そしてアミロースの鎖のところどころ

からぶどう糖の分子が枝分かれして伸び

た構造を持つアミロペクチンです（図２）。

らせん状の構造を持つアミロースは分子

同士が絡まりにくいため、粘り気が少なくパ

サパサとした食感を示します。その一方、

枝分かれの構造を持つアミロペクチンは

分子同士が複雑に絡まって切れにくく、粘

り気が多くなるという特徴があります。

でんぷん中に含まれるアミロースとアミロペクチンの割合は、植物の種類によって

異なります。うるち米はアミロースが約２０％、アミロペクチンが約８０％ですが、もち米

はアミロペクチンが１００％です。もち米から作られるお餅が伸びたりふくらんだりするの

は、粘り気が多くなるアミロペクチンの性質がよく表れていますね。

ちなみにヨウ素でんぷん反応では、ヨウ素液に含まれるヨウ素の分子がアミロース

のらせん構造の中に取り込まれるために溶液の色が青紫色に変わります。

化学のこばなし
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図３．でんぷんの糊化
硬い米粒に水を加えて炊くとやわらかいご飯になる。

ほかほかご飯の秘密はでんぷんにあり

生のままでは消化されにくいでんぷんをβ（ベータ）‐でんぷんといいます。β‐でん

ぷんに水を加えて加熱すると水を吸収してやわらかくなり、消化されやすいα（アルフ

ァ）‐でんぷんに変化します。この現象を糊化（こか）もしくはα化といいます。糊化の

例として、お米を炊いてご飯になる事例を挙げてみましょう（図３）。

生の米粒はβ‐でんぷんですが、硬くて芯があって、あまりおいしいとは言えません

ね。β‐でんぷんはアミロースやアミロペクチンの分子同士がしっかり組み合っている

ので水分子が入り込めず、そのまま食べてもうまく消化することができません。そこで

水を加えて加熱することで分子同士のつながりが緩み、すき間から水分子が入り込

んでα‐でんぷんに変わります。そのおかげで粘り気が生まれてもちもちとした食感の

ご飯が炊ける、というわけです。

また、みなさんはアルファ化米（もしくはアルファ米）というものを食べたことはありま

すか。見た目は乾燥した硬いお米ですが、お湯で戻すとやわらかくなるため、保存食

として重宝されています。一度お米を炊いた後にα‐でんぷんのまま乾燥処理を行う

ことで、再び水分を加えるだけで簡単に食べられるように工夫されています。

でんぷんの老化！？

でんぷんでは、糊化だけではなく老化という現象も起こります。α‐でんぷんから次

第に水分が抜けてβ‐でんぷんに戻ってしまうことを指します。炊きたてのご飯や焼い

たお餅を放っておくと硬くなるのは、でんぷんの老化によるものです。

でんぷんの老化を防ぐためには、いくつかの方法があります。①高温のまま乾燥さ

せる、②凍結脱水をして乾燥させる、③多量の砂糖を加える、などが挙げられます。

いきなり砂糖？と思ったかもしれませんが、砂糖が水分を保持するためでんぷんは

水分に囲まれた状態を保つことができます。ようかんはその原理を利用しています。

美味しいお菓子作りの裏側にある化学についても、またご紹介したいと思います。

宮丸 晶（科学館学芸スタッフ）

Ａ．ＭＩＹＡＭＡＲＵ
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夏休みの天体観察

写真１：星空の様子を知る時に便利な
星座早見（中央）や本。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

いまは夏休みのまっただ中！今年の夏休みには、晴れた夜に天体
わく せい

観察をしてみませんか。星座をさがしたり、月や惑星をみつけたりでき

るようになると、とても楽しいですよ。そこで今月は、天体観察のコツな
ほ ご しゃ

どをお話しします（会員の保護者の方もいっしょに読んでください）。

いま、どんな星が見えるか知りたい！

観察をする時に、どんな星空が

見えるかを知りたい時は、星座早

見があれば、すぐに知ることができ

て便利です。でも、月や惑星は、

星座早見には書かれていません。

そこで、この『うちゅう』２～３ページ

にある「星空ガイド」や、ジュニア科

学クラブのみなさんにお配りしてい

る『こよみハンドブック』には、くわし

いことが書かれていますので、チェ

ックしてください（写真１）。

そのほかにも、本やインターネットで調べることもできますし、見えて

いる星空をリアルタイムで表示するスマートフォンのアプリも便利です。

天体観察をするのは、どんな場所がいいの？

観察したい星が見えるのであれば、家のベランダでも大丈夫です。でも、

近所の公園やグラウンドといった場所にでかけると、楽しみ方も増えます。

よりよく観察するための場所選びのコツは…、

ここから２ページはジュニア科学クラブ（小学校５・６年生を対象とした会員制）のページです。

ジュニア科学クラブ 8ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 88

ジュニア科学クラブ
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①近くに建物や木などがなく、

空が広く見える場所に行くと、一

度にたくさんの星たちが見えて、

いろんな楽しみ方ができます

（写真２）。

②星の光は弱いので、明るいラ

イトや光を出す看板などから、

少しはなれた場所で観察する

と、星をよく見ることができます。

家のベランダなら、部屋のカー

テンをちょっとしめて、ベランダを

少し暗くする方法もあります。

天体観察に便利なオススメ道具

観察する時には、星座早見などの道具や、見えたものを記録する

ノートとペン、暗い場所を照らす懐中電灯があると便利です。また、観

察する場所によっては虫よけスプレーが役に立ちます。

大きな望遠鏡や、暗い星までよく見たい時は、どうしよう？

大きな望遠鏡で月や惑星を見たいな、と思ったら、近くの科学館や

公開天文台でおこなっている天体観望会にでかけませんか？『こよみ

ハンドブック』の１３８～１４１ページには、科学館などのリストがあります

ので、インターネットなどで天体観望会やイベントの日を調べてみましょう。

天体観察する時に守ること！

夜は暗くて、外はあぶないことがたくさんあります。天体観察をする

時は、安全にはくれぐれも注意しましょう。家の外に行く時はもちろん、

ベランダなどで見る時でも、必ず保護者となるおとなの人といっしょに

行動してください。ケガや事故のないように、安全で楽しい星空観察を

しましょう！

かず つぐと（科学館学芸員）

写真２：公園で見た星空。建物や明るいライトか
らはなれてみると良い。

ジュニア科学クラブ
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お天気のはなし

図１ 水の蒸気圧曲線

気象予報士

春から朝のテレビドラマで、気象予報士が主人公となる番組が始まりました。主人

公が天気予報の魅力を知り、やがて気象予報士を目指すというストーリーということで

す。このドラマを見て、気象予報士を目指そうとされる方もおられることだと思います。

番組中では、結構、気象に関する知識が取り上げられています。そこでここでは、関

連したお天気に関する話をしてみたいと思います。

飽和水蒸気圧

気象予報士の勉強を始めた主

人公が、水は１００度で沸騰するの

に、どうして１００度以下でも蒸発

するのか、という疑問を感じていま

した。これは、なかなか本質的な

疑問です。同じ疑問をもたれた方

も、多いのではないでしょうか。

簡単に言えば、

・水は温度に関わらず蒸発する

・１００度は水が液体で存在できな

くなる温度のことである

ということになります。

図１のグラフは、蒸気圧曲線と呼ばれるものです。温度によって、水の飽和蒸気圧

がどのように変化するかを示しています。

水は曲線より上の部分では、液体の水として、下の部分では、水蒸気として存在し

ます。例えば、温度６０度の場合、１００ｈＰａ（約０.１気圧）だと水蒸気で存在します

が、１０１３ｈＰａ（１気圧）だと水になります。１００度となると、水の飽和水蒸気圧が１

気圧になります。そのため、水は沸騰してすべて蒸発してしまいます。

もう少し正確に考えるため、図２のように密閉して水を入れた容器を考えます。水

は蒸発して水蒸気になりますが、それだけでなく、水蒸気が凝結して水に戻るという

反応も生じます。水を入れてしばらくの間置いておくと、蒸発と凝結の速度が同じにな

り、見かけ上なにも変化しない状態になります。これを平衡状態といいます。このとき

の水蒸気の圧力が、飽和水蒸気圧です。

また蒸気圧は、物質の種類と温度だけで決まります。つまり、容器内に他の気体、

例えば空気（酸素と窒素）が含まれていても，水の蒸気圧の値は影響を受けません。

科学の話題
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どれくらいの水が蒸発

するかは、温度によって

変化します。図１のグラ

フから飽和水蒸気圧は、

温度が低いと小さくなる

ことが分かります。これは

図２の密閉容器で温度

が低いと、蒸発する水蒸

気の量が少なくなること

に相当します。しかし、飽和水蒸気圧が小さくても０ではありませんから、温度が低く

ても水は蒸発します。

図１の曲線を考える際に引っ掛かりやすいのは、容器のふたが開いているのか、

閉じているのかがはっきりしていない点があります。

飽和水蒸気圧とは、図２のように閉じた容器の中に水が入っていて、ある程度時

間がたって、平衡状態になっている状態です。一方、私たちがお湯を沸かしたり、洗

濯物を干したりする際は、密閉空間ではなく、ふたが空いた状態に相当します。

通常、地上の気圧は１気圧です。そのため、水蒸気圧がそれより高くなろうとして

も、どんどん周りに逃げていきますから、水蒸気の圧力は１気圧以上になることができ

ません。そのため、ふたが空いた容器で加熱しても、水は１００度以上にはならず、す

べて水蒸気になってしまいます。

もし、水蒸気が逃げていかないような密閉した容器で加熱すれば、圧力が１気圧

以上になります。この場合は、１００度以上の水が存在することが可能です。これを利

用して、より高い温度で調理する道具が圧力鍋ということになります。

絵本から始めよう

ドラマでは気象の勉強を絵本から始める場面がありました。これはとても理にかなっ

た方法です。子供向けの本であっても、専門家が監修を行っており、そこにはぜひ知

ってほしい内容が書かれています。

また、理科の教科書も、非常にすぐれた教材でおすすめです。教科書は多くの専

門家が執筆に関わっており、記載内容もよく練られて、必要な事項がコンパクトにまと

められています。

実際に気象予報士試験に合格された方の中には、絵本から始めた、という話もよ

く聞きます。恐らくドラマも、こうした合格者の体験をもとにストーリーが作られたのでは

ないかと思います。

子供向けだなんて馬鹿にせずに、絵本をじっくり読むことから始めてみてはいかが

でしょうか。 江越 航（科学館学芸員）

図２ 平衡状態と飽和水蒸気圧

Ｗ．ＥＧＯＳＨＩ
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始まりはＸ線天文学

Ｘ線天文学

Ｘ線天文学とは、宇宙からやって来るＸ線を観測する天文学の一分野です。Ｘ線

は大気を通り抜けることができません。そのため、ロケットや人工衛星などの飛翔体を

用いて観測を行います。

１９９０年代の初め、私は大阪大学理学部でＸ線天文学の研究室に入り、進学し

て修士課程１年生となりました。ちょうど、「あすか」と呼ばれるＸ線天文衛星が打ち上

げられたころのことでした。

同じころ、大阪市立大学の博士課程に入られたＭさんという方も、研究室に来られ

るようになりました。Ｘ線天文学の研究は各大学の協力が欠かせません。特に人工

衛星の打ち上げや運用は大きなプロジェクトです。宇宙科学研究所が中心となり、全

国の大学が分担して、人工衛星に搭載する検出器の開発をして、観測を行います。

Ｍさんは、ほぼ毎日、阪大の研究室の方に来られて研究を行われていました。です

から私にとっては実質的に、同じ研究室の先輩ということになります。

研究室の中での会話は、聞いたことのない言葉や概念が多くて大変でした。先生

方が議論している内容も、なかなか理解できません。そんな中、Ｍさんとは年が近い

こともあり、ちょっとしたことでも気軽に聞くことができました。かみ砕いて、丁寧に教え

てもらえたので、非常に助かりました。

また、人工衛星を日々維持して観測するため、運用当番と呼ばれるものがありま

す。各大学の先生や大学院生が交代で鹿児島の観測所に出向いて、データを受

信、観測スケジュールの

送信、衛星の状態の監

視等を行います。

運用当番に当たった

時に、何を準備すれば

いいのか。今のようにイ

ンターネットもＳＮＳもない

時代です。鹿児島の観

測所に行く際の交通機

関から何から、事細かに

教えてもらいました。

鹿児島宇宙空間観測所（内之浦）

科学の話題
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卒業後

修士課程終了後、私は就職してとある地方都市にいました。天文学とは全く異分

野の仕事でしたので、話はここで終わるはずでした。

ところがそれから２年ほど後、博士課程を無事終了されたＭさんが、同じ県内にあ

る科学館に職を得て、学芸員として来られることになりました。全くの偶然ですが、旧

知の仲であることもあり、気軽に科学館にお邪魔するようになりました。プラネタリウム

の機器を詳しく見学させていただいたり、学芸員の仕事について、事細かに伺ったり

することができました。

また、科学の祭典という行事に出展したり、科学館でお話しさせていただく機会を

いただいたりしました。

余談ですが、我々の大先輩にあたる方で、大阪市立電気科学館、そして大阪市立

科学館に勤めておられた菊岡さんにお会いしたのは、Ｍさんの結婚式の会場でした。

大阪の科学館で学芸員の募集が行われているという情報を聞いたのも、科学館

に出入りしているおかげでした。

再び大阪へ

その後私は運よく、現在の大阪市立科学館に採用いただくことになります。Ｍさんと

は引き続き、いろいろな会合などで頻繁に顔を合わせることになります。

科学館などの集まりのグループで一緒に活動することとなり、国立天文台を何度も

訪問して、全国の科学館や公開天文台の皆さんを集めた情報交換会に関わらせて

いただいたこともあります。

数年前には大阪で、Ｍさんの知り合いの先生が収集した非常に綺麗な石のコレク

ション展を開催いたしました。石の専門家でもない私がこんなことをすることができた

のも、もちろんＭさんのおかげです。

Ｍさんの手引きがあったおかげで、私はいろいろなことに関わることができました。

Ｍさんが亡くなられていたことを知ったのは、６月の下旬のことでした。あまりに現実

離れしていて、何の話かよく分かりませんでした。今後も今までと同じく話ができると思

っていましたから、残念という言葉では表せない、痛恨の極みです。

私自身、まだこんな思い出話をするつもりはなかったのですが、全国の科学館では

各地でそれぞれの思いを持って職員が働いている、そんなことを知っていただきた

く、拙い文章を記させていただきました。

江越 航（科学館学芸員）

Ｗ．ＥＧＯＳＨＩ
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ＮＩＣＴ鹿島３４ｍアンテナパネル断面

写真１．ＮＩＣＴ鹿島３４ｍアンテナ
提供 ＮＩＣＴ

私たちはスマホやＷｉＦｉ機器で身近

に電波のやりとりをしています。たくさ

んの電波が飛び交っているのに混線

しないのは、電波の色ともいえる周波

数で見分けているのと、「同じ色の電

波」でもラベル付けをして分別するデ

ジタル技術のたまものです。

が、自然界の電波はそういうわけに

はいきません。方向を定め、かすかな

信号をたくさんのノイズから見分けな

いといけません。そのために巨大なア

ンテナが作られてきました。２０２０年に撤去された、鹿島神宮やアントラーズで有名

な茨城県鹿嶋市にあったＮＩＣＴ（国立研究開発法人情報通信研究機構）の３４ｍア

ンテナもその一つです（写真１）。このアンテナではＮＩＣＴの原子時計運用技術と組み

合わせＶＬＢＩ（Ｖｅｒｙ Ｌｏｎｇ Ｂａｓｅｌｉｎｅ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｅｒ：超長基線干渉計）の実験

研究で、ハワイが日本に移動してくる速度の精密測定など成果をあげてきました。

ここでＶＬＢＩは、離れたところにある複数のアンテナで受信した電波データに原子

時計による時報をいれ、その時報をあわせて合成することで電波到来方位を精密に

測定するものです。地球の端と端のアンテナを

組み合わせることも可能で、これにより地球サ

イズのアンテナと同様な解像度がたたき出せま

す。ブラックホールシャドウの撮像に成功したＥ

ＨＴはまさにＶＬＢＩでした。鹿島の３４ｍアンテナ

はＥＨＴにこそ参加しなかったものの日本の研

究者がＶＬＢＩ技術を習熟していくのになくてはな

らない存在でした。３０年ほど活動を続けました

が台風の被害などでの損傷もあり、その役割を

終えることになりました。

そのアンテナパネルの実物を切り出していた

だいたのが、この資料です（写真２）。

渡部 義弥（科学館学芸員）

コレクション 受入番号 ２０２０‐７

写真２．アンテナパネル
上の棒は３０ｃｍ定規

大阪市立科学館では、化学・物理・天文学・科学技術に関連した資料を収集しています
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科学館アルバム
今月は６月のできごとをレポートします。緊急事態宣言の延長により、科学館は引

き続き臨時休館となりました。その間、オンラインでの活動が続きました。しかし、感

染状況が改善したことで、６月２２日から、再開館することができました。

６月６日（日）

サイエンスショー動画撮影

６月１３日（日） 天文学者大集合！宇宙

を学ぶ大学の紹介イベント

関西を中心に、大学から天文学者や宇宙科学者

が大集合するイベント、今回はＹｏｕＴｕｂｅによるオ

ンライン配信で実施しました。説明会の後は、

Ｚｏｏｍによる各大学の個別説明会も行いました。

６月から新しく始まる予定だったサイエンスショー

「マイナス１９６℃の世界」、その実験の１つを動

画で撮影しました。実験の様子は、科学館学芸

員のＴｗｉｔｔｅｒでご覧いただくことができます。

６月２０日（日）

ジュニア科学クラブ

６月２２日（火）

再開館

ジュニア科学クラブもオンラインでの実施となりま

した。飛行機の飛ぶ原理についてのサイエンスシ

ョーと、展示場から太陽について紹介しました。ご

自宅から、多くの会員がご参加くださいました。

やっと科学館も再開館することができ、２ヶ月

ぶりに展示場・プラネタリウムにお客さんをお迎

えしました。企画展「もっと知りたい！アインシ

ュタイン」も、ご覧いただけるようになりました。

科学館アルバム
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開館状況、プラネタリウムホールの定

員、サイエンスショーや行事開催などに変更がある場合がございます。

最新の情報は、科学館公式ホームページ（https : //www.sci-museum.jp/）をご覧ください。

開館・行事開催などについて

科学館行事予定９月末までの

館内改修等に伴う休館（～２０２２／２／１）月２３
サイエンス・フェスタ（ｗｅｂ開催）
第３０回青少年のための科学の祭典大阪大会２０２１

土２１

ノーベル賞受賞１００年記念「アインシュタイン展」(～１０／１０、大阪市
立自然史博物館にて開催)

企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」（～８／２２）８
サイエンスショー「マイナス１９６℃の世界」（～８／２２）
プラネタリウム「学芸員スペシャル」（土日祝休日）（～８／２２）

開催中

プラネタリウム「ファミリータイム」（～８／２２）
プラネタリウム「ブラックホールを見た日～人類１００年の挑戦～」（～８／２２）
プラネタリウム「天の川銀河」（～８／２２）

行 事曜日月

※エキストラ実験ショーは、しばらくの間、休止の予定です。
※新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、サイエンスショーの観覧人数を制限しております。
先着順のため、満席の場合にはご覧いただけませんので、予めご了承ください。

所要時間：各約３０分間、会場：展示場３階サイエンスショーコーナー

○○○毎日（～８／２２）
１５：００１３：００１１：００

サイエンスショー 開演時刻

２２
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スケジュールは変更する場合があります。最新の情報は科学館公式ホームページをご覧ください。

所要時間：各約４５分間、途中入退場不可

学芸員ＳＰ※天の川ＢＨ天の川ファミリーＢＨ天の川ファミリー
毎日

（～８／２２）
１７：００１６：００１５：００１４：００１３：００１２：００１１：００１０：１０

プラネタリウムホール 開演時刻

● 天の川：天の川銀河
● ＢＨ：ブラックホールを見た日～人類１００年の挑戦～
● ファミリー：ファミリータイム（幼児とその家族を対象にしたプラネタリウム・約３５分間）
● 学芸員ＳＰ：学芸員スペシャル（※土日祝と８／１０～８／１３のみ投影）
☆プラネタリウム投影中、静かに観覧いただけない場合はプラネタリウムホールから退出していただきます。
観覧券の返金・交換はできませんので、ご了承ください。

第３０回青少年のための科学の祭典大阪大会２０２１ （サイエンス・フェスタ）

超スマート社会を生きる子どもと青少年を育む科学実験と工作教室。今年はｗｅｂ開催となりました。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｐｅｓｊ‐ｂｋｋ.ｊｐ／ＯＳＦ／ にて出展内容を動画とｗｅｂガイドブックで紹介します。
■開催期間：８月２１日（土）以降の約１年間 ■対象：どなたでも
■参加費：無料（視聴は無料ですが、通信料等は各自ご負担ください）
■問い合わせ：「青少年のための科学の祭典」大阪大会実行委員会（読売新聞大阪本社）
電話：０６‐６３６６‐１８４８（平日１０：００～１７：００）
ホームページ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｐｅｓｊ‐ｂｋｋ.ｊｐ／ＯＳＦ／ （「科学の祭典 大阪」で検索）

大阪市立科学館にはプラネタリウムを投影する天文担
当学芸員が７人います。同じ天文担当学芸員といって
も、専門分野は流星、太陽、恒星、銀河・宇宙論、観測、
歴史、気象など多岐にわたります。１７時の追加投影は
通常のプログラム内容ではなく、各天文担当学芸員が、
それぞれの個性・分野・時事に応じた内容で投影解説し
ます。学芸員の「おまかせ」投影をお楽しみください。担当
学芸員・テーマは、科学館公式ホームページをご覧ください。

【プラネタリウム「学芸員スペシャル」】 土日祝休日と８／１０～８／１３ １７ : ００～

２３
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企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」

ノーベル賞受賞１００年記念「アインシュタイン展」の開催にあわせ、「アインシュタイン展」の

中で語りつくせなかったアインシュタインのさまざまな魅力をご紹介します。

アインシュタインは１９２２年に来日し、実はここ大阪・中之島にも訪れたことがあります。この

企画展では、当時の大阪の様子や、アインシュタインの新理論「相対性理論」に対する人々

の熱狂ぶり、またアインシュタインとかかわりのあった日本人科学者について、当時の写真や

実物資料でたどります。さらに、アインシュタインの理論から１００年後のいま、ブラックホール

の直接観測など最先端の研究成果をご紹介します。

■日時：開催中～８月２２日（日） ９：３０～１７：００ （展示場の入場は１６：３０まで）

■場所：展示場４階 ■定員：なし ■申込：不要 ■対象：どなたでも

■参加費：無料（展示場観覧料が必要です） ■参加方法：直接会場へお越しください。

ノーベル賞受賞１００年記念「アインシュタイン展」

２０世紀最高の物理学者と称される、アルバート・アインシ

ュタイン（１８７９～１９５５年）は、２０世紀前半に相対性

理論やブラウン運動の理論などを提唱、光電効果の理論

的解明によって１９２１年のノーベル物理学賞を受賞しま

した。その受賞１００年記念として企画された本展は、アイ

ンシュタインの科学理論や日本とのつながりについて、国

内外の貴重な資料や、体験装置、ゲーム、科学玩具をと

おして、子どもから大人まで楽しみながら学べる内容で

す。また、没後に多くの個人資料の寄贈を受けたヘブライ

大学（イスラエル）の特別協力を得て、アインシュタインゆ

かりの品も展示し、幼少時の挫折体験や晩年の平和活

動など、深みのある人間性にも焦点をあてます。

■日時：開催中～１０月１０日（日） ９：３０～１７：００ （入場は１６：３０まで）

■場所：大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール（花と緑と自然の情報センター２階）

〒５４６‐００３４ 大阪市東住吉区長居公園１‐２３

■最寄駅：Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ御堂筋線「長居」３号出口から東へ約８００ｍ、ＪＲ阪和線「長居」

東出口から東へ約１ｋｍ

■観覧料：当日券：大人１，５００円、高大生８００円、小中生５００円

※未就学児、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者１名を含む）は無料（要証明）

※前売券の販売は終了しました

■休館日：月曜日（８／９、８／１６、９／２０は開館）、９／２１（火）

■公式サイト：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｋｔｖ.ｊｐ／ｅｖｅｎｔ／ｅｉｎｓｔｅｉｎ／ （関西テレビＨＰ イベント情報）

■問い合わせ：大阪市総合コールセンター（なにわコール） ０６‐４３０１‐７２８５

■主催：大阪市立科学館、大阪市立自然史博物館、読売新聞社、関西テレビ放送

２４
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■編集後記■

コロナ禍への対応ということもあり、当館でもオンライン事業の準備を進めています。科学館は

間もなく休館となりますが、休館中もオンラインで皆様にお目にかかれるのではないかと思い

ます。（江越）

大阪市立科学館 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／
電 話：０６‐６４４４‐５６５６ （９：００～１７：３０）
休館日：月曜日（８／１６は開館）、８／２３～２０２２／２／１
開館時間：９：３０～１７：００ （プラネタリウム最終投影は１６：００から）
所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

オンライン科学実験工作教室「身近な科学、再発見！おうちの科学を探して遊ぼう！」

５月から毎月１回、実験と工作のオンライン教室を開催しています。おうちの中にはどんな科

学が隠れているでしょうか。探して遊んで、 離れていても一緒に科学を楽しみましょう！材

料は科学館からおうちにお届けします。※この教室は２０２１年度全国科学博物館活動等助

成事業の助成を受けて行います。

■日時：５月より月１回、全１０回 各回４０分程度。 ■定員：各回４０名（応募多数の場合、抽選）

■場所：Ｚｏｏｍで行います。オンライン通話ができる環境が必要となります。

■対象：小学生以上 （大人の方もご参加いただけます）

■申込方法：各回、Ｇｏｏｇｌｅフォームにて申し込みを受け付けます。

各回のテーマなど詳細は、科学館公式ホームページをご覧ください。

日々のできごとはホームページから。いつでもどこでも科学館とつながれます。

大阪市立科学館
広報 Twitter

大阪市立科学館
YOU TUBE

大阪市立科学館
学芸 Twitter

館内改修等に伴う休館のお知らせ

８月２３日（月）から２０２２年２月１日（火）まで、プラネタリウムリニューアル第２弾および

施設整備のため長期休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願い申

し上げます。

２０１９年春のリニューアル第１弾ではプラネタリウム投影機を一新しました。続く第２弾で

は、新たな全天周システムを導入し、プラネタリウムの座席もリニューアルします。美しい

星空や臨場感あふれる映像を、よりゆったり快適にお楽しみいただくことが可能になりま

す。２０２２年２月、新たに生まれ変わる科学館にご期待ください。

２５

インフォメーション



友の会 行事予定

友の会サークルは、会員が自主的に学習し合う集まりです。
科学館内が会場のサークルは、参加申込は不要です。記載の日時に会場にお越しのう
え、世話人に見学の旨お伝えください。テキスト代など実費が必要なものもあります。初めて
参加される場合は、まずは見学をおすすめします。

月 日 曜 時間 例会・サークル・行事 場所

１４ 土 １１：００～１６：３０ りろん物理 多目的室

１５ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

８ ２１ 土
１２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 Ｚｏｏｍ＋工作室

１４：００～１６：００ 友の会例会 Ｚｏｏｍ＋多目的室

２２ 日 １０：００～１２：００ 天文学習 Ｚｏｏｍ＋工作室

２８ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう Ｚｏｏｍ

１１ 土
１１：００～１６：３０ りろん物理 （調整中）

１９：００～２２：００ 星楽（せいら） 次ページ記事参照

１２ 日 １６：００～１７：００ 光のふしぎ Ｚｏｏｍ＋ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信

９ １８ 土
１２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 Ｚｏｏｍ

１４：００～１６：００ 友の会例会 Ｚｏｏｍ

１９ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） （調整中）

２５ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう Ｚｏｏｍ

２６ 日 １０：００～１２：００ 天文学習 Ｚｏｏｍ

新型コロナウイルス感染症の状況により、急な予定変更の可能性があります。
新情報は、科学館ホームページ・友の会会員専用ページでご確認ください。

化学サークル、科学実験サークルは来年１月までお休みです。うちゅう☆彡むちゅ
うサークルは、定例日が第４土曜日１４：００～１６：００に変更になっています。りろん
物理サークルの開催については、友の会会員専用ページでご確認ください。

友の会のサークルや例会で科学館に来館される場合も、必ず正面玄関からお入
りください。

■科学館休館中の活動について
８月２３日から来年２月１日まで科学館が休館となります

が、その間の友の会の例会等は、Ｚｏｏｍのみのオンライン開
催となります。各サークルの活動については、サークルごとに
対応をお任せいたしますが、科学館を会場にした活動はでき
なくなりますので、オンラインでの活動かお休みかになりま
す。

新の情報は友の会会員専用ページでご確認ください。
また、会員さん同士の交流用のインターネット掲示板も開

設しています。気楽なおしゃべりに、お立ち寄りください。

友の会

２６



大阪市立科学館 友の会事務局

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｋｉｔａ.ｏｓａｋａ.ｊｐ／～ｔｏｍｏｎｏｋａｉ／

電 話：０６‐６４４４‐５１８４ （開館日の９：３０～１７：００）

メール：ｔｏｍｏ＠ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ

郵便振替：００９５０‐３‐３１６０８２ 加入者名：大阪市立科学館友の会

友の会の例会は、Ｚｏｏｍを利用したオンライン開催を行います。また、Ｚｏｏｍの環境がな

い方などに向けて、科学館多目的室からの参加も可能です。

■日時：８月２１日（土）１４：００～１６：００ ■会場：Ｚｏｏｍ、多目的室（定員３０名）

■今月のお話：「江戸時代の花火って、どんなの？」嘉数学芸員

夏の風物詩の花火は、日本では江戸時代から観賞用として人々に親しまれるようになりま

した。今回、花火の作り方を書いた江戸時代の書物『庭花火』に注目し、そこに登場する花

火のいろいろや、再現実験の様子を紹介します。

８月の例会のご案内（要事前申込）

サークル星楽は、電車で奈良県宇陀市まで向かい、天体観望を行います。

■日時：９月１１日（土） １９：００～２２：００ ■集合：近鉄三本松駅前

■申込：サークル星楽のホームページ ｈｔｔｐｓ：／／ｃｉｒｃｌｅｓｅｉｒａ.ｗｅｂ.ｆｃ２.ｃｏｍ／ （推奨）

または、世話人さんへ電子メール（ｃｉｒｃｌｅ_ｓｅｉｒａ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ）にて。

■申し込み開始：８月１１日（水） ■申込締切：９月１日（水）

■備考：大阪コロナシグナルが緑色の場合のみ開催します。詳しくは、サークル星楽ホーム

ページをご覧ください。参加費は不要（無料）です。

サークル星楽（せいら）

７月の友の会の例会は１７日（土）に開催いたしまし

た。科学館の多目的室に２３名、Ｚｏｏｍで３０名の参加

がありました。

メインのお話は、飯山学芸員の「２０２２年５月３１日

に流星雨？」というお話でした。休憩をはさんだ後、乾

さん（Ｎｏ.４１５１）から「周期表２０２１年版」のお話と、

山田さん（Ｎｏ.２７６０）から「宇宙旅行が始まった」のお

話がありました。 後に会務報告がありました。

友の会総会報告

友の会入会は随時受け付けています。年会費３０００円、入会資格は中学生以上です。
詳しくは科学館ホームページ、友の会ホームページをご覧ください。

■友の会行事（例会・交流会）への申し込み方法
友の会の例会やサークルのＺｏｏｍ接続先情報は、友の会会員専用ページに接続先情報

を取得するフォームへのリンクを掲載しています。ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐやｇｍａｉｌ.ｃｏｍからの電子
メールを受け取れるように設定をして、フォームからお申し込みください。

友の会
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気象観測モニター

展示場４階「気象観測モニター」

１０種雲形（展示解説パネルより）

展示場の４階、気象コーナーの展示のひとつ

に、モニターが縦に２台並んだ展示があります。

ここでは、科学館上空の空の様子や、近畿地

方周辺の雨の様子をリアルタイムで表示してい

ます。

科学館の屋上では、気温や気圧、空の様子

などを観測しています。上のモニターでは、気温

や気圧がどんな変化をしているのか、どんな雲

が出ているのか、屋上で観測している結果を見

ることができます。低気圧や、特に台風が近づ

いてくるときは、気圧がぐんぐん下がる様子もわ

かります。また、雲は出ている高さや形によっ

て、大きく１０種類に分類されます（１０種雲

形）。見えている雲は何雲でしょうか？雲を観察

するときは、外へ出て実際に空を見るのがオス

スメです。

下のモニターには、気象レーダーがとらえた

雨の様子を表示しています。気象レーダーは、

半径数百ｋｍの広範囲にわたる降水の位置や

強さをリアルタイムで観測することができ、今どこ

で、どれくらいの範囲で、どれくらいの強さの雨が

降っているのかわかります。夏のように局地的に激しい雨が降る時と、梅雨のように

広い範囲で雨が降る時とでは、雲の変化などにも違いがあります。

モニターの下では、季節ごとの特徴的な天気図を紹介しています。天気図は各地

の観測データをまとめたもので、天気図を見ると大気の状態や天気の変化を知ること

ができます。晴れや雨などの天気や、どんな風が吹くか、気温、気圧、雲…などの変

化には理由があって、全てつながっています。なぜこんな天気になるのか、なぜこん

な変化をするのか考えながら天気予報を見たり空を見上げると、新しい発見があるか

もしれません。この展示が、そんなきっかけになれば嬉しいです。

西岡 里織（科学館学芸員）
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「学芸員の展示場ガイド」では、サイエンスガイドの方といろんな展示を動画で
紹介しています。ホームページからアクセスできますので、ぜひご覧ください！

展示場へ行こう


