
3 月上旬 21 時ごろ 
3 月中旬 20 時ごろ 
3 月下旬 19 時ころ 

３月の太陽・月と主な惑星の出没 
 
   １日 11 日 21 日 31 日 
 

太陽 
出 06:10 05:52 05:34 05:15 

 没 17:22 17:35 17:47 18:00 
 

月 
出 19:36 05:15 09:28 21:10 

 没 07:25 15:00 00:35 06:43 
 

金星 
出 06:04 05:53 05:40 05:26 

 没 16:44 17:11 17:37 18:03 
 

火星 
出 09:04 08:43 08:24 08:06 

 没 00:14 00:05 23:56 23:46 
 

木星 
出 05:17 04:44 04:10 03:36 

 没 15:11 14:43 14:15 13:46 
 

土星 
出 04:54 04:18 03:41 03:04 

 没 14:28 13:54 13:19 12:44 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ふたご座・おおぐま座の間、夜空のちょうど真上を見上 

げたぐらいのところに「やまねこ座」という星座が 

あります。一番明るい星でも３等星がひとつあ 

るだけで、他は暗い星ばかり。１７世紀の天 

文学者で、この星座を設定した張本人、へ 

べリウスですら「ここに山猫の姿を見つ 

けるには山猫のような鋭い目で見なけ 

ればならない」と言うほど、見つけに 

くい星座です。これを見つけること 

ができれば、あなたの眼ぢからは山 

猫、もとい、へべリウス並みと言 

っていいでしょう。大いに自慢し 

てください。ただし、星見好きの 

人でないと褒めてはくれないかも 

しれませんけど…。星座は、人が思 

いおもいに星をつなぎ、それを何か 

の姿に見立てたところから始まりまし 

た。それは５千年以上も昔にまでさか 

のぼると言われます。最終的に世界共通 

の星座が８８個と決められたのが１９３０ 

年ですから、まだ１００年もたっていません。 

古くから人がそうしたように、公式には認めら 

れないとしても、思いおもいに星をつないで、自分 

だけの星座を描いてみるのも、面白いかもしれませんね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月２６日 

〈主な惑星〉 
 水星…夜明け前の南東の空ですが、高度が低く、観望は難

しいでしょう。 
 金星…夜明け前の南東の空ですが、太陽に近いので観望で

きません。２４日に外合となり、これ以降、夕方の
西の空に移ります。 

 火星…上旬にプレアデス星団のそばを通過していきます。 
木星・土星…夜明け前の南東の空ですが、高度が低く観望

には適しません。 

日 天文現象 

4 
5 
6 
 
13 
20 
 
21 
 
23 
24 
29 
30 

火星とプレアデス星団が最接近 
啓蟄(太陽黄経 345°) 
▼下弦 
水星が西方最大離角(夜明け前の南東の空) 
●新月 
月と火星が最接近 
春分(太陽黄経 0°) 
△上弦 
火星とおうし座の１等星アルデバランが最接近 
ふたご座κ星(3.6等)が月に隠される 
金星が外合（太陽の向こう側にまわる） 
○満月 
おとめ座κ星(4.2等)が月に隠される 

 

しょさんべつ天文台 

かに座の散開星団M４4。「プレ
セぺ星団」という名前がついて
いて、全体を見るには双眼鏡で
十分なくらい大きな星団だよ。 

※惑星は１５日２０時 

の位置です。 



●（おうし）「なんか背中がムズムズする」、（火星）「ん？ オレのせい？」

３月ともなると冬の星座は西に傾き始め、観望も終わりの時期

が近づいてきていますが、今月は、おうし座を舞台に、火星と月

の共演が催されます。 

火星は２月末ごろ、牡羊座からおうし座に移動してきていて、

３月から４月にかけて、おうし座を通過していきます。昨年１０

月に地球と最接近したころとは、明るさも見かけの大きさも比べ

るべくもありませんが、まだ１等星クラスの明るさがあり、オレ

ンジ色の光で夜空に輝いています。

【火星×プレアデス星団】

まずは３月１日から７日にかけて、「すばる」の名前で親しま

れるプレアデス星団のそばを火星が通過します。両者が最も近づ

くのは３月４日です。青白い塊の「すばる」との色の対比が美し

いでしょう。 

【火星×月×プレアデス星団ほか】 

おうし座を形づくる主星アルデバラン、プレアデス星団、ヒヤ

デス星団と月・火星が、１８日から２０日にかけて、ほぼひと塊

になって見えます。この５天体が互いに最も近づくのは３月１９

日です。右図はこの日の午後７時ごろの５天体の見え方です。 

【火星×アルデバラン】 

中旬から下旬にかけて、おうし座の主星アルデバランと火星が近づきます。近づくといっても両者の間は角度で７°ほ

ども離れていますので、目を見張るほどの接近ではありませんが、同じような色合い、同じような明るさの星が２つ並ん

で輝いているのは興味深い眺めになりそうです。両者が最も近づくのは３月２１日です。 

☆☆☆ 天文台のご利用案内（３月） ☆☆☆
今月の開館時間・休館日が変わります。ご注意ください。 

[開 館 日] 木～月曜日 日 月 火 水 木 金 土 
[開館時間] 12:00～19:00 1 2 3 4 5 6 
[休 館 日] 火曜日・水曜日 7 8 9 10 11 12 13 

※３月１日は機器類調整のため、臨時休館 14 15 16 17 18 19 20 
とさせていただきます。 21 22 23 24 25 26 27 

●曇天･雨天･強風時･降雪時は、星の 28 29 30 31 
観望はできません。

●行事･団体利用･点検等で利用できないことがあります。
●職員が観望対応中のときは、入館受付を中断する場合があります。
●初山別村民は入館無料です。天文台へお越しの際は、マイスターズシス

テムの村民登録証をお持ちください。

●TEL/FAX：0164-67-2539 ●E-mail：tenmon@aurens.or.jp
●URL= http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/shtenmon/

☆新型コロナウィルス感染症のまん延を防ぐため、ご協力ください。
・混雑が激しいなど安全な観望ができないと予想される場合には、

観望を中止する場合があります。
・高熱やせきなどの症状がある方は入館できません。
・入館前の手指消毒、マスクの着用、３密(密閉･密集･密接)の回避に

ご協力ください。

天文台利用状況（１月末現在） 

令和２年度利用者数 
利用者累計 
My Stars system 登録者数(一般) 

２，５４５名 
２７５，９９５名 

１０，１０１名 

【あとがき。】３月から天文台再開です。３か月間の“冬ごもり”中の、とある
日のこと、久しぶりにいい天気だったので、ドームを開けていつもの手順で
望遠鏡を動かそうとしたら、……お、お、重てぇ。左右は普通に動きますが、
上下方向が異様に重くて、しばし格闘するハメに…。望遠鏡のロックをはず
し忘れてた…なんていうオチは断じてありませんので、念のため。 （な） 

星見人「しょさまる」の 

天 文 ク イ ズ

全天で８８個ある星座は、おおむね“生き物”か“道
具”かのどちらかに属しますが、生き物の星座で１
つもない種類は次のどれでしょう？（答えは次号
で） 

ア 人間（神様や半人半馬も含みます）
イ 動物
ウ 昆虫
エ 植物

【前号の答え】ウ（２個） 
【解説】太陽系の惑星が持つ衛星の大きさ上位３つは、大

きい順に、木星の衛星｢ガニメデ｣、土星の衛星｢タイタ
ン｣、木星の衛星｢カリスト｣です。このうち、ガニメデ
とタイタンは、惑星である水星（直径 4,880 Km）よ
りも大きくて、直径はどちらも 5,000km を超えます。 
ちなみに小さい方の No.1 は、土星の｢S/2009 S 1｣と
いう衛星で、直径は 300m しかありません。

My Stars system「村民登録」 
随時受け付け中です 

登録料は無料です。 
未登録の方でご希望がありましたら 

お問い合わせください。 

３月１８日、午後６時３０分より「星空観察会」を開催します。 
実施形態は前回１０月１０日と同様の形式で、村内の方はもちろんの
こと、村外の方もＯＫ、老若男女も問いません。開始時から入館料は無
料、終了は２１時を予定しています。 
西に傾き始めた冬の星座の天体や、おうし座に集まっている火星・月など
を中心に観望を行う予定です。 




