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本研究では「みたか太陽系ウォーク」に関するクイズの開発を行いました。2020年、新型コロナウイルス感染

症の影響により三鷹市の多くのイベントが中止になり、スタンプラリーも中止となりました。長年続いて市民の
皆さまが楽しく参加してきた「みたか太陽系ウォーク」をクイズという形に変えて楽しんでいただけるよう開発
しました。

クイズの内容は太陽系の科学的な情報と、三鷹と宇宙に関わる情報を扱い、太陽系を学びながら三鷹の良さを
発見できる構成で開発を試みました。ネットを利用しクイズの内容を募集し、開発したクイズはスマホで利用で
きるよう研究しました。

この協働研究を通して得られるクイズの内容とネット利用の可能性は、今後のみたか太陽系ウォークや地域活
性のイベントにも役立つものと考えます。スマホ利用の具体的検討が進めば、次年度以降、クイズラリーやクー
ポン発行などの実装もできれば、商店会の活性化にもつながると考えます。

◆協働研究事業の概要・目的

クイズの内容は、スタンプラリーで不足を感じていた太陽系に関する科学的情報を扱い、親子で太陽系につい
て楽しみながら学んでいただける内容を開発しました。ネットを利用して、みたか太陽系サポーターならびに星
のソムリエの方々から太陽系に関するクイズと三鷹に関するクイズになる情報を公募しました。

太陽系クイズは、太陽系サポータの中の星のソムリエの方々が中心となって原稿を書きおこし、監修を国立天
文台の縣秀彦氏に依頼しました。太陽系クイズと天体の豆知識について、スマホで閲覧できるように研究開発し
ました。

三鷹に関わるクイズは、モニュメントや文化遺産に関わる情報も扱い、三鷹の良さを発見できる構成を目指し
ました。こちらは太陽系サポーターならびに三鷹ネットワーク大学のご協力をいただきました。三鷹のクイズと
なると広範囲にわたり散漫になったため、テーマを三鷹と宇宙に関するものに絞り、検討を行いました。研究結
果を今後のみたか太陽系ウォークや地域活性イベントに活用しやすいように提案書にまとめています。

◆研究計画・方法

◇実験の中でどのような点を検証し、研究期間内に、何を、どこまで明らかにしたいと考えているのか

みたか太陽系ウォークを想定して開発するクイズ内容が、太陽系を実感し、三鷹のまちを再発見することに有効
か。
スマホ利用で、活用するために必要な技術やサービスは何か。

◇どのような点に先見性があるのか
「天文台のあるまち三鷹」の良さを、市民や市外の人々に伝える新たな方法の確立。
地域活性イベントで、リアルなイベントが打てない場合のスマホを利用したイベントの実現性の模索。

◇どのように社会貢献できるのか（研究成果が、いかに地域社会の発展に役立つ取組みであるか）

コロナ禍においても、みたか太陽系ウォークを途絶えさせない取り組みを行うことによる「天文台のあるまち三
鷹」の発信、シビックプライドの醸成。

◆協働研究事業の特徴

◇実効性
次年度のみたか太陽系ウォークへの貢献。
地域活性イベントにおけるスマホ活用の実装。
◇持続性
みたか観光情報としての発信。
天文・太陽系の科学文化情報としての発信。
◇発展性
クイズ開発に子どもたちが参加。クイズ開発に惑星エリアの商店が参加。
スマホによるクイズラリーやクーポン発行などによる商店街の活性化。

◆協働研究事業終了後の実効性・持続性・発展性

【ライター】 富永真理子・山川恭子・畑柊子・三澤純子
【デザイナー】 三澤純子・三澤琉太郎・矢吹惇
【協力】 みたか太陽系ウォークサポーター

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構
【監修】 縣秀彦（国立天文台准教授）
【企画・制作】 エム・ティ・プランニング株式会社

◆協働研究事業協力者



クイズの募集は、ネットを利用して行いました。み
たか太陽系サポーターの方々に公募し、フォームによ
る応募が69件ありました。

クイズの候補を絞り、太陽系サポーター／星のソム
リエを中心に、クイズと豆知識の原稿を書きおこしま
した。

タイムスタンプ

クイズにする
天体を選んで
ください クイズの問題をご記入ください

〇 正解をご記入
ください

✕ 間違ってい
る選択肢をご
記入ください

✕ 間違っている
選択肢をご記入く
ださい

9/2/2020 
19:49:22 太陽 太陽ってなんだろう？ 恒星 惑星 彗星

9/2/2020 
22:45:36 太陽 太陽系の恒星はなんと呼ばれているでしょうか 太陽 北極星 アルファケンタウリ

9/3/2020 
15:39:47 太陽 太陽の色は何色でしょう？ 白 赤 青

9/3/2020 
15:48:38 太陽

太陽は今、約46億年歳です。寿命はあとどのくらいあるでしょう
か？ 約60億年くらい 約1万年くらい 約1億年くらい

9/3/2020 
15:49:31 太陽

太陽の光はどのくらい前に太陽の表面から放たれたものでしょう
か？ 約8分前 約30秒前 約1時間前

9/4/2020 
12:39:37 太陽

太陽風が原因で起こることは①オーロラ ②大規模停電 ③人工
衛星の故障 ①と②と③ ①と② ①と③

9/2/2020 
22:56:30 水星 水星が太陽をひとまわりする公転周期は何日でしょう ８８日 ３０日 １２０日

9/3/2020 
15:50:45 水星

地球は太陽の周りを365日かけて周っています。水星は何日かけ
て周っているでしょうか？ 88日 365日 1407日

9/19/2020 
12:14:53 水星 太陽の一番近くを回っている惑星は、何でしょう？ 水星 金星 地球

9/2/2020 
22:57:28 金星 2010年に打ち上げられた日本の金星探査機の名前は？ あかつき ひので はやぶさ

9/3/2020 
15:45:34 金星

惑星はみな自転しながら太陽の周りを回っていますが、地球とは
反対に自転しているのはどれでしょう？ 金星 水星 木星

9/19/2020 
12:16:48 金星 一番明るく見える惑星は何？ 金星 火星 木星

9/2/2020 
22:44:33 地球

地球と月が太陽の周りを一周するのにどれくらいの時間がかかる
でしょう １年 ２８日 １日

9/2/2020 
22:47:56 地球 地球はとても特別な星です。なぜなら…

太陽系の中で唯
一表面に液体が
あり、生命が存在
する惑星です

太陽系で唯一、
大気がある惑
星です

太陽から４番目の
惑星です

9/3/2020 
15:46:37 地球

流れ星とは、宇宙空間のチリが地球の大気に向かって飛んで来る
時の発光現象ですが、そのチリの大きさはどのくらいでしょうか？

0.1ミリ〜数セン
チメートルくらい

10メートルくら
い 1メートルくらい

9/3/2020 
15:51:49 地球

地球は今も宇宙空間を移動していますが、どのくらいのスピードで
しょうか？ 時速107000キロ 時速300キロ 時速28440キロ

9/19/2020 
12:18:02 地球 地球でしか発見されていないものは何？ 生命 大気 水

9/2/2020 
22:55:15 月

地球がバスケットボールの大きさだとしたら、月は次のどの大きさ
でしょう テニスボール グリーンピース サッカーボール

9/4/2020 
12:33:11 月 地球と月の間の距離は

①年約3.8センチ
づつ離れていく。 ②変わらない

③年約3，8センチ
づつ近づいている。

9/19/2020 
12:20:39 月 満月の日、月と地球と太陽の並び方は？

月ー地球ー太陽
の順

太陽ー月ー地
球の順

月と地球の並びに
直角の方向に太陽

9/2/2020 
22:58:32 火星 火星には２つの衛星があります。火星の衛星でないものは？ エンケラドゥス フォボス ダイモス

9/3/2020 
15:44:12 火星 火星が赤く見えるのはなぜでしょうか？

地面の色が赤い
から

太陽のように燃
えているから

太陽の光が当たっ
ているから

9/10/2020 
9:12:01 火星 火星に新幹線で行くとしたら、どれくらいかかるでしょう？ 26年 139年 4年半

9/19/2020 
12:22:59 火星 火星が赤く見えるのはなぜ？

地面がさびてい
る 燃えている

赤い水が流れてい
る

9/2/2020 
22:59:30 ケレス 初めて発見された小惑星は次のどれでしょう ケレス リュウグウ アポロ

9/3/2020 
15:47:40 ケレス ケレスに代表される小惑星はいったいいくつくらいあるか？ 75万個以上 10個 500個

9/2/2020 
23:15:26 イトカワ はやぶさが探査しサンプルを持ち帰った小惑星の名前は？ イトカワ ユカワ トモナガ

9/2/2020 
23:20:06 リュウグウ はやぶさ２が探査した小惑星リュウグウ。直径は 約９００メートル ９メートル ９０キロメートル

9/2/2020 
22:49:41 小惑星帯

火星と木星の間にある数千個の岩石で埋め尽くされた地域を何と
呼ぶのでしょう 小惑星帯

フライングス
トーンズ ヘラクラスベルト

9/2/2020 
23:00:43 木星

2020年の木星は「いて座」にあります。2021年は何座にみえるで
しょう。 やぎ座 しし座 さそり座

9/3/2020 
15:43:14 木星

木星には大赤斑と呼ばれる丸いシミのような大きな模様がありま
すが、その大きさ(直径)はどのくらいのサイズでしょう？ 地球2個分 地球の1/4 地球5個分

9/19/2020 
12:27:52 木星

木星には縞模様があります。縞模様は何でできているでしょう
か？

ガスの雲が流れ
ている

土の色が違っ
ている 色の違う海がある

9/2/2020 
22:51:30 土星 土星の環は何でできているのでしょう

氷のかけら、岩石、
ちり ガラス、氷

岩石、ガス、ダイヤ
モンド

9/3/2020 
15:42:07 土星 土星には美しい輪がありますが、何でできているでしょう？

細かい氷の粒の
集まり

円盤のような薄
い板状の物

土星本体の模様の
ように渦巻く雲のよ
うな物

9/19/2020 
12:30:09 土星 土星の環は、何でできているでしょうか？

氷や岩石のかけ
ら 板状の円盤 回り続ける雲

9/2/2020 
23:04:17 天王星 天王星は不思議星。どこが不思議？

横倒しで自転す
る 自転しない 衛星がない

9/19/2020 
12:35:32 天王星 天王星にしかない不思議な現象はどれ？

横倒しで自転して
いる 自転していない

他の惑星と逆向き
に公転している

9/2/2020 
23:05:27 海王星 海王星の表面温度は マイナス２２０℃ ０℃ マイナス１８℃

9/19/2020 
12:36:13 海王星 海王星はどんな色に見えるか？ 青 白 赤

9/2/2020 
23:08:10 冥王星 冥王星は 準惑星

太陽系第９惑
星 小惑星

9/19/2020 
12:42:39 冥王星 冥王星が惑星から準惑星になったのは、なぜ？

同じような天体が
たくさん発見され
たから

小さくなったか
ら

軌道をはずれたか
ら

9/2/2020 
22:53:22 太陽系全般 私たちの太陽系はこれらで構成されています

一つの恒星、8つ

の惑星、衛星、小
惑星、彗星

一つの恒星と8
つの惑星 惑星、月、彗星

9/3/2020 
15:40:52 太陽系全般 私たちの太陽系はどこにあるでしょう？ 天の川銀河

アンドロメダ銀
河 ウルトラマン銀河

9/10/2020 
9:05:54 太陽系全般

広大な宇宙において距離を定義するために、「天文単位」というも
のが使われることがあります。1天文単位は約1億5000万kmくら
いです。これは…

太陽から地球ま
での距離

太陽から太陽
系の端までの
距離

地球から月までの
距離

9/2/2020 
19:51:29

三鷹市の惑
星エリアに関
するもの 三鷹市にあるものは？ 国立天文台 国立博物館 国立劇場

9/7/2020 
21:55:05

三鷹市の惑
星エリアに関
するもの 三鷹の森ジブリ美術館内にある映像展示室の名前は？ 土星座 火星座 木星座

9/7/2020 
21:57:30

三鷹市の惑
星エリアに関
するもの 太陽系ウォークで国立天文台が属しているエリアは？ 海王星 天王星 冥王星

9/7/2020 
21:59:53

三鷹市の惑
星エリアに関
するもの

太陽系ウォークで「リュウグウ」スタンプが押せるのは1か所のみで
す。どこでしょう。

三鷹ネットワーク
大学

天文科学情報
センター JR三鷹駅

9/8/2020 
11:05:22

三鷹市の惑
星エリアに関
するもの

太陽系の「端」はみたか太陽系ウォークの縮尺ではどのあたりに
なるのか

9/7/2020 
22:09:00

太陽系ウォー
ク全般

全エリアと彗星スタンプ２個以上を集める「林忠四郎賞」。林忠四
郎さんとは？

天体力学の世界
的権威で、すばる
望遠鏡建設など
初代国立天文台
長として活躍した
人物。

約400年前に

望遠鏡を用い
て、金星・月・土
星の観測を
行った天文学
者。

力学と重力の法則
を発見し太陽系天
体の運動予測を可
能にした人物。

9/7/2020 
22:13:36

太陽系ウォー
ク全般

〇〇億分の１の太陽系を歩いて宇宙を実感。みたか太陽系ウォー
ク。 13 53 93

9/9/2020 
23:35:21 小惑星

小惑星の名前にあるものはどれでしょうか ①ミタカ、②トトロ③た
こやき ①，②、③

全問正解とす
る 全問正解とする

◆ネットを利用したクイズの作成



スマホで利用することを想定して、豆知識とクイズ
の絵コンテを作成しました。

◆スマホを想定した絵コンテ作成



太陽系の豆知識＆クイズを下記のように構成しまし
た。コンテンツクレジットも表記しています。

◆コンテンツメニュー＆クレジット

トップページ （ターゲット層＝小学生のいる家族が一緒に学び楽しむ。）

■テキスト 画像
■ページタイトル 豆知識＆クイズ 太陽系ロゴ

■サブタイトル 太陽系を知ろう！ 太マーク

■クイズリード ようこそ 太陽系へ
地球と一緒に太陽のまわりを回っているのは、どんな星？
豆知識を覚えて
太陽系を旅しよう！

太陽系画像

■クイズリンク ？クイズにも挑戦してみてね？

■豆知識番号 ■天体名 ■（豆知識）解説タイトル ■（豆知識）サブタイトル
1太陽 太陽ってなんだろう？ 太陽の豆知識

2水星 太陽の一番近くを回る星 水星の豆知識

3金星 一番明るく見える惑星 金星の豆知識

4地球 生命の宿る星 地球の豆知識

5月 満ちたり、欠けたり 月の豆知識

6火星 赤い惑星 火星の豆知識

7小惑星 ごつごつ、ごろごろ 小惑星の豆知識

8木星 縞模様（しまもよう）の秘密 木星の豆知識

9土星 環（わ）の秘密 土星の豆知識

10天王星 横倒（だお）しになった星 天王星の豆知識

11海王星 一番遠い惑星 海王星の豆知識

12冥王星 準惑星（じゅんわくせい）のひとつ 冥王星の豆知識

13天文 天文単位とは？ 天文の豆知識

14 みたかまちあるきクイズ 準備中

この事業は、三鷹ネットワーク大学、太陽系ウォークサポーター、MT-
planningによる「民学産公」協働研究事業です。

【ライター】 富永真理子・山川恭子・畑柊子・三澤純子 太陽系ウォークロゴ

【デザイナー】 三澤純子・三澤琉太郎・矢吹惇

【協力】 みたか太陽系ウォークサポーター

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構

【監修】 縣秀彦（国立天文台准教授）

【企画・制作】 エム・ティ・プランニング株式会社

■ヘッダー トップ

クイズに挑戦

みたか太陽系ウォークとは？ →太陽系ウォーク概要
三鷹ネットワーク大学 →ネット大 ネット大ロゴ
エム・ティ・プランニング株式会社 →MT MTロゴ
COPYRIGHT© MT-planning ALL RIGHTS RESERVED

豆知識＆クイズ 太陽系ロゴ

みたか太陽系ウォーク 太マーク

太陽系に関するクイズだよ。
クイズに答えて
太陽系を旅しよう！

あたり！ 残念・・・ 残念・・・

天体名 クイズの問題 〇 正解 ✕ 間違っている選択肢 ✕ 間違っている選択肢
太陽 太陽ってなんだろう？ 恒星（こうせい） 惑星（わくせい） 衛星（えいせい） 太陽は水素とヘリウムからできている自ら光輝く「恒星（こうせい）」

だよ。
太陽のエネルギーはどんな影響を与えているのかな？
詳しくは豆知識「太陽：太陽ってなんだろう？」をみてね。

水星 太陽の一番近くを回っている
惑星は、何？

水星 金星 地球 太陽の一番近くを回っている惑星（わくせい）は「水星」だよ。
太陽に近いとどんなことが起きているのかな？
詳しくは豆知識「水星：太陽に一番近い惑星」をみてね。

金星 一番明るく見える惑星は何？ 金星 火星 木星 一番明るく見える惑星は「金星」だよ。
金星があんなに明るく輝いているのはなぜかな？
詳しくは豆知識「金星：一番明るく見える惑星」をみてね。

地球 地球でしか発見されていない
ものは何？

生命 大気 水 地球でしか発見されていないもの、それは「生命」だ。
どうして地球だけに「生命」が誕生したのかな？
詳しくは豆地機器「地球：生命の宿る星」をみてね。

月 満月の日の、月と地球と太陽
の並び方は？

月ー地球ー太陽の順 太陽ー月ー地球の順 月と地球の並びに直角の方
向に太陽

満月の日には「月ー地球ー太陽」の順で並んでいるよ。
月の形が変わるのはなぜなんだろう？
詳しくは豆知識「月：満ちたり、欠けたり」をみてね。

火星 火星が赤く見えるのはなぜ？ 地面がさびている 燃（も）えている 赤い水が流れている 火星が赤く見えるのは「地面がさびている」からなんだ。
探査機がたくさん行っている火星ってどんな星？
詳しくは豆知識「火星：赤い惑星」をみてね。

小惑星 初めて発見された小（しょう）
惑星は？

ケレス リュウグウ イトカワ 初めて発見された小惑星は「ケレス」だよ。
「イトカワ」と「リュウグウ」は日本の探査機が到着した小惑星だよ。
詳しくは豆知識「小惑星：ごつごつ、ごろごろ」をみてね。

木星 木星の縞模様（しまもよう）は
何？

流れるガスの雲 色のちがう土 色のちがう海流 木星の縞模様（しまもよう）は「流れるガスの雲」なんだ。
モウレツなスピードで回転しているからできるんだ。
詳しくは豆知識「木星：縞模様の秘密」をみてね。

土星 土星の環（わ）は、何でできて
いる？

氷の粒（つぶ） 板状（いたじょう）の円盤
（えんばん）

回りつづける雲 土星の環（わ）は「氷や岩石の粒」でできているよ。
どうして円盤みたいに見えるのかな？
詳しくは豆知識「土星：環（わ）の秘密」をみてね。

天王星 天王星（てんのうせい）にしか
ないふしぎな現象（げんしょう）
はどれ？

横になって自転（じてん）して
いる

自転していない 他の惑星と逆に公転（こうて
ん）している

天王星だけが「横になって自転（じてん）している」 ふしぎだね。
どうしてこうなっちゃったんだろう？
詳しくは豆知識「天王星：横倒（だお）しになった星」をみてね。

海王星 海王星（かいおうせい）はどん
な色に見える？

青 白 赤 海王星はきれいな「青色」の惑星だよ。
どんな星かな？
詳しくは豆知識「海王星：一番遠い惑星」をみてね。

冥王星 冥王星（めいおうせい）が惑星
から準（じゅん）惑星になった
のはなぜ？

似た天体が多数発見された
から

小さくなったから 軌道（きどう）をはずれたから 冥王星が準惑星（じゅんわくせい）になったのは、
同じような天体がたくさん発見されたからなんだ。
詳しくは豆知識「冥王星：準惑星のひとつ」をみてね。

太陽系 宇宙の距離（きょり）をはかる
天文単位（約1億5000万km）と
は？

太陽から地球までの距離 地球から月までの距離 太陽系の端（はし）から端まで
の距離

1天文単位(約1億5000万km)は「太陽から地球までの距離」
太陽系の距離を測るのに便利な単位だよ。
詳しくは豆知識「天文単位とは？」をみてね。
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三鷹のクイズは、宇宙・天文に関連し、三鷹のまちの文化や歴史に触れるものが集まってきました。国立天文
台やジブリ美術館に関わるものや、太宰治や神沢利子さんなど三鷹に居住した作家さんに関わるものや、天文・宇
宙に関連して三鷹で活躍する企業やショップの情報が集まりました。

本研究期間中には精査することができませんでしたが、集まったクイズ候補には、三鷹と天文・宇宙に関わる
文化的・歴史的・経済的な関わりの面白さを包括しているものがたくさん集まりました。これを元に、今後、天文
台のあるまち三鷹の魅力の伝え方を考えていきたいと思います。大人でも知らない内容が多いですが、地元の子ど
もたちと一緒に考えたり、巡ったりするワークショップなどへと発展できる可能性もあると思いました。

◆三鷹のクイズについて

番
号

天体名 クイズの問題 〇
正解

✕
間違っている選
択肢

✕
間違っている選
択肢

1 三鷹 三鷹市にあるのはどれ？ 国立天文台 国立博物館 国立劇場 三鷹市にあるのは「国立天文台」だよ！ 海外にも国内にも観測施設を持つ
日本の天文学研究の中心で、三鷹市大沢の「三鷹キャンパス」にはその本
部があるんだ。詳しくは豆知識「国立天文台／天文台のあるまち・三鷹」を見
てね。

2 三鷹 本当にある小惑星の名前はどれ？ 三鷹／たこやき／
トトロ

じつは、「三鷹」も「たこやき」も「トトロ」も全部、日本人が発見した本当にある
小惑星なんだ。小惑星の名前はどうやって決めるのかな？ 詳しくは豆知識
「三鷹：日本で最初に発見された小惑星」を見てね。

3 三鷹 Mitaka（ミタカ）ってなんだろう？ 4次元デジタル宇
宙ビューワー

量子テレポー
テーション装置

魔法動物検出ア
プリ

Mitakaは、最新の天文学データを使って宇宙を自由自在に移動しながら見
られる４次元デジタル宇宙ビューワーだよ！ 国立天文台が開発したんだ。
詳しくは豆知識「Mitaka：最新データで宇宙を旅しよう」を見てね。

4 三鷹 ちびっこカムはどうやってガムリイを
やっつけた？

三日月に乗って北
斗七星のヒシャク
をかたむけた

なべの底にはめ
込まれた星をく
だいた

天の槍の崖のト
ナカイ星座の予
言を書き換えた

「ちびっこカムのぼうけん」は童話作家の神沢利子さんのお話。「星と森と絵
本の家」に、カムが北斗七星にかけたロープをひっぱるジオラマがあるよ。
詳しくは豆知識「神沢利子／星と森と絵本の家のひいおばあさん」を見てね。

5 三鷹 三鷹の森ジブリ美術館の映像展示
室は？

土星座 金星座 木星座 三鷹の森ジブリ美術館の映像展示室は「土星座」だよ。ここだけで観られる
ジブリの短編アニメーションを上映しているんだ。詳しくは豆知識「三鷹の森
ジブリ美術館／オリジナル短編映画がみられる土星座」を見てね。

6 三鷹 井の頭公園と同い年の望遠鏡はど
れ？

ウィルソン山天文
台フッカー望遠鏡

東京天文台
65cm屈折望遠
鏡

ハッブル宇宙望
遠鏡

井の頭公園の開園は1917年。天文学者ハッブルが宇宙の膨張を発見した
100インチフッカー望遠鏡と同い年生まれなんだよ。どっちも１00歳を超えて
るんだね！ 詳しくは豆知識「井の頭恩賜公園／100歳を超えてますます人
気」を見てね。

7 三鷹 太宰治「走れメロス」でメロスの頭上
に輝く星座は？

はくちょう座 おおいぬ座 オリオン座 「メロスは、すぐに出発した。初夏、満天の星である。」―メロスが見たのは、
はくちょう座デネブ、こと座のベガ、わし座のアルタイルなど夏の星座だね。
作者・太宰治について詳しくは豆知識「太宰治／太宰が生きたまち三鷹」を
見てね。

8 三鷹 山本有三編『日本少国民文庫』の第
1回配本は？

「心に太陽を持
て」

「見上げてごら
ん夜空の星を」

「月に吠える」 「心に太陽を持て」は、山本有三が編集した『日本少国民文庫』シリーズの1
冊で、1935年（昭和10年）に第1回配本として出版されたんだ。詳しくは豆知
識「山本有三／三鷹の洋館に住んだ文学者」を見てね。

9 三鷹 2017年にオープンした三鷹市のス
ポーツ施設は？

SUBARU総合ス
ポーツセンター

プレアデス総合
スポーツセン
ター

むつらぼし総合
スポーツセン
ター

自動車メーカーのSUBARUが命名権（ネーミングライツ）を取得して名付けた
んだ。「すばる（SUBARU）」はプレアデス星団の日本の名前だよ。詳しくは豆
知識「SUBARU総合スポーツセンター／公園の地下にプールやアリーナ」を
見てね。

10 三鷹 三鷹市内にあるホールはどれ？ 光のホール／星
のホール／風の
ホール

「光のホール」は三鷹市公会堂、「星のホール」と「風のホール」は三鷹市芸
術文化センターにあるね。行ったことあるかな？ 詳しくは豆知識「光と風と
星のホール／芸術文化をはぐくむ三鷹の舞台」を見てね。

11 三鷹 文学碑「地球を支える手」のモチー
フはだれの作品？

武者小路実篤 三木露風 山本有三 三鷹駅前の中央通りにある文学碑「地球を支える手」のモチーフは、武者小
路実篤の戯曲「人間万歳」。宇宙の神様や地球担当の天使が出てくる面白
い劇だよ。詳しくは豆知識「中央通りの文学碑／三鷹ゆかりの文豪たち」を
見てね。

12 三鷹 三鷹市立小学校の校歌の中に「あ
すをのぞんで きらめく星座」という
歌詞が出てくる小学校はどこか。

大沢台小学校 北野小学校 第五小学校

13 三鷹 三木露風が作詞し、山田耕筰が作
曲した作品は「赤とんぼ」をはじめ数
多くあるが、 次の中で山田耕筰が
作曲したのはどれか。

「星」 「月」 「一つ星」 「月」は佐藤真、「一つ星」は大中寅二の作曲。

14 三鷹 野崎2丁目にある洋菓子店「おやつ
のうーお」で土星をモチーフに作ら
れた洋菓子は どれか。

ドーナッツ シュークリーム プリン 近隣に国立天文台、JAXAがあることからドーナツを土星のわっかに見立て
て作られた。「土星のわっか焼きドーナツ」でTAKA-1認定商品。

15 三鷹 〇〇億分の１の太陽系を歩いて宇
宙を実感。みたか太陽系ウォーク。
何億分の1かな？

13億分の1 53億分の1 93億分の1 三鷹駅に太陽を置いて、地球の直径が約１㎝になるように太陽系全体をち
ぢめると、太陽系の天体たちが三鷹市内にすっぽりと入ります。縮図は13億
分の１．太陽系から冥王星まで距離に応じて11の天体エリアが設定されてい
ます。

16 三鷹 太陽系ウォークで「リュウグウ」スタ
ンプが押せるのは1か所のみです。
どこでしょう。

三鷹ネットワーク
大学

天文科学情報ス
ペース

JR三鷹駅 みたか太陽系ウォークは三鷹市全体を太陽系に見立てて、惑星スタンプを
集めるスタンプラリーです。地球と火星の間に軌道をもつ小惑星リュウグウ
のスタンプは三鷹ネットワーク大学に設置されています。

17 三鷹 全エリアと彗星スタンプ２個以上を
集める「古在由秀賞」。古在由秀さ
んとは？

天体力学の世界
的権威で、すばる
望遠鏡建設など
初代国立天文台
長として活躍した
人物。

約400年前に望
遠鏡を用いて、
金星・月・土星の
観測を行った天
文学者。

力学と重力の法
則を発見し太陽
系天体の運動予
測を可能にした
人物。

古在由秀氏は人工衛星の軌道を割り出す公式「コザイの式」の発見により天
体力学の世界的権威として脚光を浴びました。また小惑星の軌道に関する
「古在共鳴」の発見でも注目を浴びました。国立天文台長時代はハワイのす
ばる望遠鏡の実現のため尽力し活躍しました。

18 三鷹 国立天文台の敷地の中に、たくさん
の絵本がある施設があります。名前
はなんというでしょう？

星と森と絵本の家 月と太陽と絵本
の家

天の川と絵本の
家

星と森と絵本の家は、国立天文台の官舎として大正時代に建てられたもの
です。

19 三鷹 三鷹市内には、天文学や宇宙開発
を支える企業がたくさんあります。望
遠鏡を作っている会社はどれでしょ
う？

三鷹光器 三鷹漆器 三鷹重機

20 三鷹 三鷹市内の障がい者施設等の自主
製品のアンテナショップとして、作品
やお菓子を売っているカフェがあり
ます。名前はなんというでしょう？

星と風のカフェ 星空カフェ 流れ星カフェ


