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上映内容はホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください
　平　　日…14：30／16：00　
　土日祝日…11：00／13：00／14：30／16：00
　●上映時間  約45分　※チケットは毎回必要です

510円（460円）

510円（460円）

310円（260円）

310円（260円）

800円（700円） 400円（300円）

大人[高校生以上] 幼児入 館 料
科 学 館

天球劇場

セット券
（科学館+天球劇場）

無料

※科学館、天球劇場は別料金になります。　※高齢者…65才以上　※（  ）内は30名以上の団体割引料金。

・科学館、天球劇場の入館料を50円割引いたします
・他の割引との併用はできません

・1枚で5名様まで有効です（お1人様1回限り）
・開館日をお確かめのうえお出かけください

大人
1,020円
小人
620円

■たのしくつくろう！工作コーナー
◆12月 「にじ色カード」
◆1月   「けん玉」
◆2月   「はずむボール」
◆3月　「くるくるスティック」
日 時：土日祝日
　　　10：30～16：00
参加料：50円
※1月7日(土)～9日(月)、2月
5日（日）、3月24日以降は、別メニューの工作を
行います

 ■科学教室（※参加には事前の申し込みが必要です）　

★1月「かんたんけんびきょう」
顕微鏡の仕組みを学び、ガラスビーズと
プレートで小さな顕微鏡を作ります
日 時：1月22日(日)
　　　①11：00～11：30②14：00～14：30
対 象：小学生以上（親子参加も可）
　　　（小学生以下は保護者同伴）
定 員：各回10名（1月7日（土） 10：00～ 電話受付先着順）
参加料：200円

★2月「ＦＭラジオ」
はんだごてを使用して、よく聞こえるFMラジオ
を作ります。※ベテランの先生がしっかり指導します
日 時：2月18日（土） 10：00～12：00
対 象：小学3生以上（はんだごてを使用します）
定 員：10名（2月4日（土） 10：00～ 電話受付先着順）
参加料：2,000円

★3月「偏光万華鏡」
万華鏡の仕組みと光の波の仕組みについ
て学び、虹色の模様
がかわる万華鏡を
作ります
日 時：3月25日(日)
　　　①11：00～11：30②14：00～14：30
対 象：小学生以上（親子参加も可）
　　　（小学生以下は保護者同伴）
定 員：各回10名（3月3日（土） 10：00～ 電話受付先着順）
参加料：300円

 ■巡回展「わたしたちのかけがえの
 　ない海 －はじめての海の科学」
海底の構造、海流、深海の生物などについ
て紹介します。展示物を見たら、プレゼン
トつきのクイズに挑戦！
期 間：12月1日（木）～2月12日（日）
　　　10：00～18：00
特別イベント：
さがしてみよう！チリメンモンスター

…12月10日（土）
「海」の○×クイズ大会

…12月23日（金）、24日（土）
アクアワールド大洗スタッフによるワーク
ショップ「クラゲのふしぎ」…1月21日（土）

 ■お正月イベント「おもしろ工作ひろば」
工作「光るプラスチックキーホルダー」
「光るスライム」「手作り
入浴剤」のうち、２つ作
ると「お年玉プレゼント
抽選会」に参加できます

※工作は有料です

日 時：
1月7日（土）～9日（月）

10：00～16：00

 ■はやぶさ帰還カプセル展示
日 時：1月12日（木）～15日（日）
　　　10：00～19：00
会 場：マーブルホール
入場料：無料

 ■第19回サイエンスショーフェスティバル
全国からやってくる実験名人の楽しいサ
イエンスショーと科学実験体験ブース！
日 時：2月5日（日）
 　　 10：30～16：00
出 演：益田孝彦先生
 　　 （2007、2008科学の鉄人）

ほか

　 ■巡回展「はるかなる宇宙の旅」
スペースシャトル、国際宇宙ステーション、
日本の誇るすばる望遠鏡、人工衛星や探
査機などを紹介します
期 間：3月3日（土）～4月22日（日）
　　　10：00～18：00
特別イベント：
4次元シアター、宇宙のお話し、太陽黒点・
プロミネンスの観察など 

 ■「ふくしま星・月の風景
フォトコンテスト」入賞作品展　

作 成：郡山市ふれあい科学館
期 間：3月3日（土）～4月22日（日）
　　　10：00～18：00
ギャラリートーク：3月17日（土）
学芸員による写真の解説や撮影テクニックなど

 ■春のイベント 「めざせ！科学はかせ」
クイズに答えて「科学はかせ」証明書をも
らおう ※工作は有料です

日 時：3月24日（土）～4月8日（日）
　　　10：30～16：00

 ■スターウォッチング
当日の夜空ガイド（屋内）と天体望遠鏡での
天体観望（屋外）※悪天候時は屋内で解説のみ

定 員：100組（当日先着順）
参加料：1人100円（幼児無料）
「すばるをみよう！」
　日時：12月17日(土) 17:30～19:00
「月と金星と木星をみよう！」
　日時：1月28日(土) 18:00～19:30

定 員：5組(１月25日(水) 10：00～電話受付先着順)
参加料：100円（1組につき）
「天体写真を撮ってみよう！」
　日時：2月25日(土)、26日(日)
　　　　17:00～19:00

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1
TEL.0294-24-7731／FAX.0294-24-7975
Eメール：kagaku@civic.jp

（財）日立市科学文化情報財団

小人[小・中学生]・高齢者・障害者

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩3分
●常磐自動車道・日立中央ICから8分
●地下駐車場・255台（1時間無料、以降30分100円）
　大型バス駐車場有（事前予約）

交通の
ご案内

科学 
館

開館時間：10：00～18：00（入館は17：00まで）
休 館 日：毎月最終月曜日、年末年始（12月28日（水）～1月4日（水））、
　　　　　その他臨時休館

新しく新しくなったなった

科学館・天球劇場科学館・天球劇場
もうもう体験体験した？した？

新しくなった
科学館・天球劇場
もう体験した？

天球
劇場



新しくなった日立シビックセンター科学館・天球劇場からお届けする「サイエンス
ステーション」13号です。サイステがあなたの素敵な科学の旅の出発駅や到着駅
となり、そしてあなたの「科学の旅」が、これからも続きますように。

１3

☆スクリーンがキレイになった！

☆ゆったり座れる！

しせつのしょうかい

握手の鏡

　ギリシャ神話によると、おひつじ座は空飛ぶ金毛のひつじとされています。テッサリアのプリクソ

ス王子とヘレー王女が継母の陰謀で生贄にされかけたところを背に乗せて救ったと言われています。

　太陽が通る黄道１２星座の第１番になれたのは、昔、農耕の目安となる春分の日に太陽がこの星座にあって

大変重要視されたためです。

　しかし現在では、地球の地軸がコマのように揺れ動く歳差運動の影響で、春分の日の太陽は、隣のうお座に

移っています。

　今年から来年初めにかけて、おひつじ座を探すのに良い目印があります。おひつじの足元で輝く木星です。

　おひつじの角にあたる「ハマル」と「シェラタン」は２等星と３等星で、木星のすぐ上に並んで見えます。

　木星の公転周期は約１２年のため、１２年後にまたおひつじ座にもどってきます。

鏡から出てくる手は、鏡に映った自分の手の像です。

この鏡は凹面鏡と言って、奥に凹んだ鏡です。

凹面鏡は光を一点に集める働きがあります。自分

の手に反射した光が凹面鏡に反射して、再び空中

で像を作って目に映るのです。

凹面鏡のしくみを利用している物の中に衛星放送

を受信するパラボラアンテナがあります。宇宙か

ら届く電波はとても弱いので、届いた電波を一点

に集めて強い電波にしているのです。

凹面鏡は上下左右逆さまに映ります。でも、目の位置が鏡に近

づくと、ある一点から普通の鏡のように逆さまに見えなくなり

ます。この点を「焦点」といいます。さがしてみよう！
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鏡の中に手を入れてみよう。鏡の中に手を入れてみよう。

　　　　　鏡の中から手が出てくるよ。　　　　　鏡の中から手が出てくるよ。

鏡の中に手を入れてみよう。鏡の中に手を入れてみよう。

　　　　　鏡の中から手が出てくるよ。　　　　　鏡の中から手が出てくるよ。

鏡の中に手を入れてみよう。

　　　　　鏡の中から手が出てくるよ。

☆ゆったり座れる！

自分と
じゃんけん

。

じぶん

あたら てんきゅうげきじょう

― おひつじ座と木星 ―

12月10日（土）満 月・皆既月食…午後11時から50分間程
12月15日（木）ふたご座流星群が極大
12月22日（木）冬 至…１年の中で最も昼が短く夜が長い
12月23日（金）水星が見ごろ…明方南東の空
12月25日（日）新 月
1月 9日（月）満 月
1月23日（月）新 月
2月 8日（水）満 月
2月22日（水）新 月
3月 2日（金）東に火星、西に木星、金星、水星の４惑星が見える…夕方

①２枚の鏡を直角に置いてみよう。＜図１＞

②鏡の前にものを置くと、４つに見えるよ。＜図２＞

③鏡の角度を狭くしていくと…ものが増えて見えるよ！＜図３＞

④今度は鏡の角度を広くしていくと…
　ある角度でものが映らなくなるので、試してみよう！

図1

図2

図3

☆ 今回はみんなの身近にある鏡を使って実験してみよう！ ☆

◆送り先：日立シビックセンター科学館　〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1
　　　　　FAX 0294-24-7975　Eメール：kagaku@civic.jp

①この冊子をどこでもらいましたか。
②おもしろかった記事はどれですか。
③科学館に来館したことはありますか。

④（ある方は）何が楽しかったですか。
⑤ご意見、ご感想などご自由にどうぞ。
⑥〒、住所、氏名、電話番号、学年（職業） 前号のアンケートでたくさんの励まし、応援メッセージをいただき、ありがとうございました。職員

一同、元気をいただいて、無事にオープンを迎えることができました。たくさんのみなさまとの出会
いに感謝です。これからも、がんばろう、日本!!（まやや）

次回は平成24年3月中旬発行予定です。お楽しみに！

サイエンス・ステーションについてのご意見をはがき、FAX、Eメールでお寄せください。抽選で５名様に「日立シビックセンター
科学館＆天球劇場」招待券と、楽しい実験キットなどのミュージアムショップ商品をセットでプレゼントします。

科学館職員によるコラムです。
仕事や科学館の魅力をあつく語
ります。第１3回目は、宇宙に関し
ては、この人に聞こう！天球劇場
を担当している内山秀樹です。

　7月21日に科学館・天球劇場が再オープンして、4か月がすぎました。みなさん、新しくなったプ
ラネタリウムはもう体験されたでしょうか？

　メガスターが再現する地球上で見ることのできる最高の星空は、今までのプラネタリウムをはる
かにしのぐリアルさに圧倒されます。満天の星空を再現した時、客席から歓声がきこえてきます。こ
の瞬間、ほっと一安心。

　みなさんが星空をどのように感じていただけるか、それだけがいつも心配です。それだけに、思わ
ずもれてくる声を耳にすると、とてもうれしくなります。　

　個人的な意見ですが、プラネタリウムでは、ズーっと静かにしていなくてもいいと思います。みな
さん声（感じたこと）をきかせてください…。みなさんと、メガスターで満天の星空を眺め、新しく

導入されたデジタルプラネタリウムで太陽系の惑星めぐりや、宇宙の果てまで旅をして“ワクワクしたり…”サイエンス
ショーみたいに、とにかく一緒に宇宙を感じることが、僕の目標です。

子どものころから大好きな、SF番組がありました。光よりもはやく恒星間を航行する宇宙船が大活躍する話です。耳の
トンガッタ異星人が登場するあれです。SF好きのひとならすぐわかるあの名作です。

「あの宇宙船に乗って“星の海”を航海してみたい…。」という思いが、原点となっています。リニューアル後のプラネ
タリウムは、その宇宙船の旅を再現できそうなんです！！！そのためには、一日もはやく100点満点の操作をいつでもでき
るように精進です。機械を新しくするのはわりと簡単（？）ですが、人間を新しくするのは、難しいです。古くなった部品
を交換したり、デジタル化なんて出来ませんが、一つだけできる事がありそうです。

“気持ち”は、なんとかリニューアルできそうです。“気合いを入れる”といってもいいかも…。目標に近づけるまで、
みなさんどうかお付き合いください。心からお願い申し上げます。

リニューアルしてこれまで以上にパワーアップした科学館・天球劇場をお楽しみください。皆様のご来館を心からお待ち
しております！

■ 科学館のオープンを何で知りましたか？

「ちょっと宇宙まで行ってみませんか…」リニューアルオープンした天球劇場のお客様第1号！
佐竹 歩武くん、菅 正人くんの小学６年生コンビ（北茨城市在住）でした。

7月21日（木）にスタートした新科学館・天球劇場。当日
は多くのお客様にご来館いただきました。
そして8月17日(水)には科学館・天球劇場の入館者が
200万人を達成。
うれしいニュースの多い夏となりました。

サイエンス・ステーションです。開館を楽しみにしていたので、今日は
お母さんに頼んで連れてきてもらいました。

（この冊子を見て来ていただけるとは！とてもうれしいお言葉です！）

（サイエンスショーは、「ロケットを飛ばそう！」を見学。）

■ 新しくなったプラネタリウムはいかがでしたか？
とても立体的で、席は動いていないのに、自分が動いているようでした！
星の数が多くて数えきれないくらいでした。

■ リニューアル前のプラネタリウムもご覧いただいていたそうですが、
どんな違いがありましたか？
前より星が明るかった！
すごく立体感があって、３Ｄみたいでした。

■ 最後に、まだ科学館へ来ていないお客様へ、アピールをお願いいたします！
何度きても飽きません！
また何度も来たいです！

インタビューにご協力いただきありがとうございました。これからも、科学館・天球劇場をよろしくお願いいたします。

夏休み科学工作教室夏休み科学工作教室

▲ 8月開催の事前応募教室申込み ▲

＊用意するもの＊
鏡…２枚

鏡の
 ふ ふしぎ
鏡の
 ふ ふしぎ
鏡の
 ふしぎ

天球劇場担当
内山 秀樹

　「ぼくは10月生まれだからてんびん座だ！」とか「わたしは１月生ま
れだからやぎ座よ！」など、自分の誕生星座はみなさんよく知ってい
ますね。でも、自分の誕生星座を実際の星空で見たことがある人
は？というと意外にも少ないと思いますが、いかがですか？
　では、誕生星座とはどのような星座なのでしょうか。
　星空の中での太陽の通り道「黄道(こうどう)」といいますが、この黄
道上にある12の星座を黄道12星座とよんでいます。星占いでは、こ
の黄道12星座のどの星座に太陽が位置しているかによって誕生日
と星座の関係が決まりました。ただし、実際には星座の大きさに大小
があり、もうひとつへびつかい座という13番目の星座があったりす
るので、厳密ではありません。でも、おおざっぱにいうと、誕生日のこ

ろはちょうどその星座に太陽があるので見えないということになり
ます。
　では、いつごろなら誕生星座を見ることができるのでしょうか。
季節ごとにいうと、
【春】かに座、しし座、おとめ座　
【夏】てんびん座、さそり座、いて座
【秋】やぎ座、みずがめ座、うお座
【冬】おひつじ座、おうし座、ふたご座
となります。だいたい３～４カ月ほど前に見えることがわかりますね。
夜空を見上げて、自分の誕生星座を見つけられるようになってくだ
さい！

応募締切 1月31日（火）必着まで

さ  たけ あゆ  む かん まさ  と

当日の様子は新聞やテレビでもと
りあげていただきました。

次々と続く爆発実験にハラハラド
キドキのようす。ショーが終わった
後は、アルコールロケットをしげし
げと興味深そうに見ていました。

平成2年のオープンからの入館者が、ついに200万人を達成、記念すべき200万人目のお客様！
科学館入口でくす玉を割って、びっくり、にっこり平子 舞華さん（小学２年生 福島県いわき市）でした。

■ 200万人目と聞いて、どう思いましたか？
びっくりしました。とてもうれしいです。

（8月28日まで開催していた「夏の特別展」、現在は終了しています）

■ 何が楽しかったですか？
オバケの遊園地！

■ 展示物で楽しかったのは？
モーメントマシン、回転アニメーション、サイエンスショーも！

（お父さん、科学的知識もかなりお持ちのようでした。）

舞華さん、とてもはきはきとした受け答え、ありがとうございました。
お父さんにも聞いてみました。

200万人目になるなんて、とても幸運でした。いわき市は海もプールもダメで、遊ぶところが
ありません。今日はシビックセンターへ来て、とても楽しく過ごすことができました。子ども
たちもとても楽しんでいます。
（元素周期表を前に）せっかく周期表があるのですから、カリウムとセシウムについて説明して
ください。植物はカリウムと間違ってセシウムを取り込んでしまいます。

■ シビックセンターへは来たことがありますか？
今日が初めてです。

（くす玉割り、認定書、記念品、花束贈呈のあと、
科学館でたっぷりと遊んでくれました。）
★記念品は、大平技研の大平貴之さんのサイン
入り家庭用プラネタリウム投影機です

ひら  こ まい  か

佐竹 歩武くんと菅 正人くんにインタビュー！
新しいシステムの前で記念撮影。

お父さん、お母さんと親戚の皆さ
ん総勢９人で来てくれました。一
緒にくす玉を割ってくれたのは、
弟の湧貴くん（５歳）です。

ゆう　き

かがみ


