
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 17:21 17:34 17:47 18:00 
 

月 
出 05:46 10:10 21:16 05:09 

 没 15:17 01:39 07:02 16:44 
 

金星 
出 03:50 03:43 03:37 03:30 

 没 13:40 13:40 13:46 13:58 
 

火星 
出 04:18 04:03 03:46 03:28 

 没 13:23 13:22 13:22 13:22 
 

木星 
出 06:24 05:50 05:16 04:42 

 没 17:35 17:08 16:41 16:14 
 

土星 
出 05:25 04:49 04:12 03:36 

 没 15:22 14:49 14:15 13:41 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

テルギウス、シリウス、プロキオン…。西に傾き 

始めた「冬の大三角」を構成する１等星の名 

前です。ベテルギウスは、オリオンの右肩で橙 

色に光る、寿命間近の年老いた星。全天一の 

の明るさで青白色に輝く「おおいぬ座」の 

シリウスは、地球から２番目に近い恒星 

で、古代エジプトではナイル川の氾ら 

ん時期を知るための重要な星でした。 

プロキオンは古くから知られる「こ 

いぬ座」の主星ですが、さしたる特 

徴のない、ごく普通の星。こいぬ座 

はオリオンが連れていた猟犬とも言 

われますが、諸説あるようで…。ち 

なみに「おおいぬ」と「こいぬ」の 

間に親子関係はありません。さて、 

今から２０数年前、当村役場の某職 

員が漫画「巨人の星」で星飛雄馬パパ 

が指さした“KYOJIN no HOSHI”を特定す 

るという企画を大まじめ(？)に立ち上げ、 

特定に至るまでの苦難(？)の道のりを｢KYO 

JIN no HOSHI 特定小委員会リポート」としてま 

とめました。今回ご紹介した３つの星の中に、 

小委員会が“KYOJIN no HOSHI”と結論づけた星があり 

ます。その星の名は、…次号のどこかに書いておきます。 
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令和４年２月２５日 

〈主な惑星〉 
 水星…夜明け前の東の低空で、観望は難しいでしょう。 
金星…夜明け前の南東の空です。近くには火星がいます。

月末には土星も近づいてきます。 
 火星…夜明け前の南東の空です。金星が近くにいます。月

末には土星も近づいてきます。 
木星…太陽に近く、観望はしばらくお休みです。 
土星…夜明け前の南東の低空です。月末には金星・火星に

近づきます。 

日 天文現象 

 
 
1 
3 
5 
6 
7 
9 
10 
18 
20 
21 
25 
28 
29 

※金星と火星が夜明け前の東天で接近 
(最接近は 16 日) 

月と土星が接近 
●新月 
啓蟄(太陽黄経 345°) 
木星が合 
月と天王星が接近(南太平洋で天王星食) 
おうし座κ星(4.2 等)が月に隠される 
△上弦 
○満月 
金星が西方最大離角(夜明け前の東空、-4.5 等) 
春分(太陽黄経 0°) 
▼下弦 
月と金星･火星･土星が接近 
金星と土星が接近 

 

しょさんべつ天文台 

ふたご座の散開星団 M35。双
眼鏡でもきれいに見えるくら
い大きな星団だよ。明るいの
で、目のいい人なら肉眼でも
存在がわかるよ。 



● ウラの顔、見せてもらいます…   

西に傾き始めた冬の星座の一つ、おうし座にあるκ(カッパ)

星が月に隠される恒星食が、９日の夜に見られます。 

月相は上弦の１日前で、恒星は月の暗い方の縁から隠れて

いき、明るい方の縁から現れますので、隠されるときは、恒

星の光が急に消えてしまうように見えます。 

恒星食の始まりはおおむね２１時５５分ごろ、終わりは２

２時３４分ごろで、月の裏側に隠れている時間は４０分ほど

です。時間帯は見る場所によって多少の違いがありますので、

ご注意ください。 

隠される恒星は４．２等と、割と明るめですが、月の方が

ずっと明るいので、双眼鏡があると観望しやすいでしょう。 

 

● 早起きは３文と１分の得…？   

惑星は、太陽の通り道である“黄道(こうどう)”に沿うように移動していて、黄道の傾きが小さいときは、太陽からは十

分に離れているのに、高度があまり高くならないせいで、見えにくくなってしまいます。 

今月、夜明け前の東の空に集まっている惑星の多くがそん

な状況になっています。“明けの明星”として別格の輝きを放

つ金星は別として、観望できるのは夜明け前のわずかな時間

に限られています。 

そんな状況の惑星界ですが、今月は夜明け前の東南東～南

東の空に金星と火星と土星が集まっていて、特に今月末の２

８日には細く欠けた月も加わります。少し早起きしなければ

なりませんが、明るくなり始めた東の空の中で輝く３惑星と

月の共演をお楽しみください。  

なにぶん、高度がとても低いので、南東の方角が低い所ま

で見渡せる場所で観望してください。火星や土星も、双眼鏡

があれば楽に見つけられるでしょう。 

 

☆☆☆ 天文台のご利用案内（３月） ☆☆☆ 

３月３日（木）より再開します。２４日（木）は休館します。 
[開 館 日] 木曜日～月曜日 日 月 火 水 木 金 土 
[開館時間] 12:00～19:00   １ 2 3 4 5 
[休 館 日] 火曜日・水曜日 6 7 8 9 10 11 12 
  13 14 15 16 17 18 19 
●曇天･雨天･強風時･降雪時は、星の 20 21 22 23 24 25 26 
 観望はできません。 27 28 29 30 31   
●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。 

・新型コロナの状況等によっては、臨時休館とする場合があります。 
・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３年度利用者数 
利用者累計 
My Stars system 登録者数(一般) 

 
１，４４８名 

２７７，４９５名 
１０，１７８名 

 【あとがき。】快晴のとある日の除雪作業の最中、冬なのにウスバカゲロウっ
ぽい虫を見つけまして、腹を上にしてピクリともしないのでアレかなと思い
つつ手の上にのせていたら、やがて動き始めて、少しすると飛んでいきまし
た。ちょっといいことをした気分になりましたが、ウスバ君的にはどう思っ
てたんでしょうか…。まぁ、ハエだったら、放っておきましたけどね。（な） 

星見人「しょさまる」の 

 天 文 ク イ ズ 

月は満ち欠け具合によって様々な名前で呼ばれて
います。夜明けごろにのぼってくる、三日月を左右
逆にしたような形の月は、何と呼ばれているでしょ
う？（答えは次号で） 

ア  明里月      イ  大曲月 
ウ  有明月      エ  御料月 

 
【前号の答え】エ（最大離角と内合の間） 
【解説】太陽の光を反射して輝く惑星が最も明るくなるの

は、光っている部分の見かけ上の面積が最も大きくな
るときで、金星の場合、東方最大離角から内合の間の
時期と、内合から西方最大離角の間の時期の２回あり
ます。このときの明るさは－４等台後半で、望遠鏡で
見ると三日月または三日月を左右ひっくり返したよ
うな形に見えます。 

“My Stars system「村民登録」受け付け中” 

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。 


