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〠377-0702
群馬県吾妻郡高山村中山6860-86
TEL    : 0279-70-5300
FAX    : 0279-70-5544
URL    : http://www.astron.pref.gunma.jp/ 

開館日　：火曜日~日曜日・祝日

　　　　（月曜日が祝日の場合、全日開館して翌日休館）

開館時間：10時~22時（施設見学：10時~17時、夜間利用：19時~22時）（3月~10月）
　　　　　10時~21時（施設見学：10時~16時、夜間利用：18時~21時）（11月~2月）

夜間利用：水曜日、木曜日は予約団体のみ．

　　　　　金曜日、土曜日、日曜日、祝日は一般観望（予約不要）

　　　　　火曜日夜間は設備点検のため閉館．

「日出／日入」、「月出／月入」は、前橋市での時刻．




天文台休館日観望会実施日 団体予約専用日

惑星：金星、火星、土星

二重星：かに座イオタ（かに座）、プリケリマ（うしかい座）

銀河：M51（りょうけん座）

主な観望天体 

球状星団：M3（りょうけん座）、M13（ヘルクレス座）
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43 5

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    4:25
日入  19:02
月出    4:47
月入  19:55

Astronomical Events

日出    4:26 
日入  19:05
月出  12:54
月入   ---:---

日出    4:28 
日入  19:06
月出  19:45
月入    4:48

日出    4:28 
日入  19:06
月出  20:22
月入    5:48

日出    4:28 
日入  19:06
月出  20:53
月入    6:47

日出    4:29 
日入  19:06
月出  21:22
月入    7:46

日出    4:26 
日入  19:05
月出  14:02
月入    0:09

日出    4:26
日入  19:05
月出  15:09
月入    0:43

日出    4:26 
日入  19:05
月出  16:14
月入    1:22

日出    4:27 
日入  19:05
月出  17:16
月入    2:05

日出    4:27 
日入  19:06
月出  18:13
月入    2:55

日出    4:27 
日入  19:06
月出  19:03
月入    3:49

日出    4:25 
日入  19:03
月出    5:54
月入  20:44

日出    4:25 
日入  19:03
月出    7:06
月入  21:27

日出    4:25 
日入  19:03
月出    8:18
月入  22:03

日出    4:25 
日入  19:04
月出    9:29
月入  22:36

日出    4:26
日入  19:04
月出  10:39
月入  23:07

日出    4:26 
日入  19:04
月出  11:47
月入  23:38

日出    4:26 
日入  18:59
月出    0:36
月入  13:43

日出    4:26 
日入  19:00
月出    1:03
月入  14:43

日出    4:26
日入  19:00
月出    1:34
月入  15:46

日出    4:25
日入  19:01
月出    2:11
月入  16:51

日出    4:25 
日入  19:01
月出    2:54
月入  17:56

日出    4:25 
日入  19:02
月出    3:46
月入  18:58

日出    4:27 
日入  18:57
月出  23:20
月入    9:56

日出    4:27 
日入  18:58
月出  23:45
月入  10:52

日出    4:26 
日入  18:58
月出   ---:---
月入  11:48

213130
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5日：下弦の月

  12日：新月

  19日：上弦の月

  24日：うしかい座流星群出現
　　　（6月中旬~7月中旬）

  26日：満月夏至　　

芒種　　

恒星：アルクトゥールス（うしかい座）、スピカ（おとめ座）

惑星状星雲：NGC3242（木星状星雲、うみへび座）、M97（ふくろう星雲、おおぐま座）

June
2010 6

日出    4:27 
日入  18:56
月出  22:23
月入    7:59

日出    4:27 
日入  18:56
月出  22:53
月入    8:58

  26日：部分月食（月出帯食）

M13 

ヘルクレス座にある球状
星団。全天一美しい球状
星団とも言われている。
月のない暗い夜空では肉
眼でその位置がわかる。
ハレー彗星で有名なエド
モンド・ハレーが1714
年に発見した。実直径は
およそ100光年で、この
中に約数十万個の恒星が
入 っ て い る 。 距 離
約25,000光年。

日出    4:31 
日入  19:05
月出  23:03
月入 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21 3

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    4:34 
日入  19:04
月出    3:33
月入  18:34

Astronomical Events

日出    4:39 
日入  19:00
月出  11:54
月入  22:45

日出    4:44 
日入  18:56
月出  18:22
月入    3:39

日出    4:45 
日入  18:55
月出  18:55
月入    4:38

日出    4:46 
日入  18:54
月出  19:24
月入    5:37

日出    4:47 
日入  18:53
月出  19:51
月入    6:35

日出    4:47 
日入  18:53
月出  20:16
月入    7:31

日出    4:48 
日入  18:52
月出  20:41
月入    8:27

日出    4:40 
日入  19:00
月出  13:01
月入  23:22

日出    4:41
日入  18:59
月出  14:07
月入    ---:---

日出    4:41 
日入  18:59
月出  15:10
月入    0:04

日出    4:42 
日入  18:58
月出  16:08
月入    0:51

日出    4:43 
日入  18:57
月出  16:59
月入    1:43

日出    4:43 
日入  18:57
月出  17:44
月入    2:40

日出    4:35 
日入  19:03
月出    4:44
月入  19:20

日出    4:36 
日入  19:03
月出    5:59
月入  20:01

日出    4:36 
日入  19:02
月出    7:13
月入  20:36

日出    4:37 
日入  19:02
月出    8:25
月入  21:09

日出    4:38 
日入  19:01
月出    9:36
月入  21:40

日出    4:38 
日入  19:01
月出  10:45
月入  22:12

日出    4:31 
日入  19:05
月出  23:32
月入  12:29

日出    4:32 
日入  19:05
月出   ---:---
月入  13:30

日出    4:32 
日入  19:05
月出    0:05
月入  14:33

日出    4:33 
日入  19:05
月出    0:44
月入  15:37

日出    4:33 
日入  19:04
月出    1:32
月入  16:40

日出    4:34 
日入  19:04
月出    2:28
月入  17:40

日出    4:29 
日入  19:06
月出  21:47
月入    8:43

日出    4:30 
日入  19:06
月出  22:12
月入    9:39

日出    4:30 
日入  19:05
月出  22:37
月入  10:35

31302928
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4日：下弦の月

  12日：新月

  12日：イースター島で皆既日食

  18日：上弦の月

  28日：みずがめ座δ南流星群極大

  30日：やぎ座α流星群極大

  6日：地球が遠日点通過

  26日：満月日出    4:49 
日入  18:51
月出  21:06
月入    9:23

小暑

大暑

惑星：金星、土星

二重星：アルビレオ（はくちょう座）、プリケリマ（うしかい座）

銀河：M51（りょうけん座）、M101（おおぐま座）

主な観望天体 

球状星団：M3（りょうけん座）、M13（ヘラクレス座）

恒星：アルクトゥールス（うしかい座）、アンタレス（さそり座）、
　　　ベガ（こと座）、アルタイル（わし座）

惑星状星雲：M57（ こと座）、M27（こぎつね座）

July
20107

海の日

  7日：七夕

M27 

その形状から「あれい状
星雲」とも呼ばれる惑星
状星雲。大きさはリング
状星雲（M57）の５倍ほ
どもあり、数ある惑星状
星雲の中でも、最も立派
であろう。この100年間
で約6.8秒角広がっている
ことから、この惑星状星
雲の源となった中心星の
爆発は、3~4000年前と
考えられる。

日出 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日入  18:43
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65 7

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    5:01 
日入  18:35
月出  10:50
月入  21:22

Astronomical Events

日出    5:07 
日入  18:26
月出  16:57
月入    2:32

日出    5:12 
日入  18:17
月出  20:06
月入    9:11

日出    5:13 
日入  18:15
月出  20:39
月入  10:10

日出    5:14 
日入  18:14
月出  21:18
月入  11:10

日出    5:07
日入  18:25
月出  17:28
月入    3:31

日出    5:08
日入  18:24
月出  17:55
月入    4:28

日出    5:09 
日入  18:22
月出  18:20
月入    5:25

日出    5:10 
日入  18:21
月出  18:45
月入    6:21

日出    5:11 
日入  18:20
月出  19:10
月入    7:17

日出    5:11 
日入  18:18
月出  19:37
月入    8:13

日出    5:02 
日入  18:34
月出  11:58
月入  22:03

日出    5:03 
日入  18:33
月出  13:03
月入  22:49

日出    5:03 
日入  18:31
月出  14:03
月入  23:40

日出    5:04 
日入  18:30
月出  14:56
月入   ---:---

日出    5:05 
日入  18:29
月出  15:43
月入    0:35

日出    5:06 
日入  18:28
月出  16:23
月入    1:33

日出    4:56 
日入  18:42
月出    3:32
月入  17:53

日出    4:57 
日入  18:41
月出    4:47
月入  18:31

日出    4:58 
日入  18:40
月出    6:02
月入  19:06

日出    4:59 
日入  18:39
月出    7:16
月入  19:39

日出    4:59 
日入  18:37
月出    8:29
月入  20:11

日出    5:00 
日入  18:36
月出    9:40
月入  20:45

日出    4:53 
日入  18:46
月出   ---:---
月入  14:23

日出    4:54 
日入  18:45
月出    0:12
月入  15:23

日出    4:54 
日入  18:44
月出    1:12
月入  16:19
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3日：下弦の月

  10日：新月

  17日：上弦の月

  25日：満月

日出    4:50 
日入  18:50
月出  21:33
月入  10:20

日出    4:50 
日入  18:49
月出  22:04
月入  11:18

日出    4:51 
日入  18:48
月出  22:39
月入  12:19 

日出    4:52 
日入  18:47
月出  23:22
月入  13:21   6日：みずがめ座ι南流星群極大

  7日：水星が東方最大離角

  12日：みずがめ座δ北流星群極大

  13日：ペルセウス座流星群極大

  18日：はくちょう座κ流星群極大

  20日：みずがめ座ι北流星群極大
  20日：金星が東方最大離角

立秋

処暑

二重星：アルビレオ（はくちょう座）

主な観望天体 

球状星団：M13（ヘラクレス座）

恒星：アンタレス（さそり座）、ベガ（こと座）、アルタイル（わし座）　　
　　　デネブ（はくちょう座）

惑星状星雲：M57（ こと座）、M27（こぎつね座）

散開星団：M52（カシオペア座）、M11（たて座）

August82010

  16日：伝統的七夕

M31 

M31は「アンドロメ
ダ銀河」と言ったほ
うが馴染みがあるか
も知れない。我々か
ら約230万光年離れ
た渦巻銀河で、数千
億個の星から成る。
銀河系もM31と同じ
ような形状をしてい
ると考えられている。
太陽系のある銀河系
外縁部から星の密度
の高い中心方向を見
たものが「天の川」
である。

銀河：M31（アンドロメダ座）

November12010

日出    6:12 
日入  16:42
月出    7:14
月入  17:117 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3

54 6

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    6:19 
日入  16:37
月出  12:28
月入  23:59

Astronomical Events

日出    6:26 
日入  16:32
月出  15:58
月入    5:46

日出    6:33 
日入  16:30
月出  23:10
月入  11:28

日出    6:34 
日入  16:29
月出   ---:---
月入  12:00  

日出    6:35 
日入  16:29
月出    0:18
月入  12:31

日出    6:27 
日入  16:32
月出  16:45
月入    6:48

日出    6:28
日入  16:31
月出  17:39
月入    7:47

日出    6:29 
日入  16:31
月出  18:40
月入    8:42

日出    6:30 
日入  16:31
月出  19:45
月入    9:32

日出    6:31 
日入  16:30
月出  20:53
月入  10:15

日出    6:32 
日入  16:30
月出  22:02
月入  10:53

日出    6:20 
日入  16:36
月出  12:55
月入   ---:---

日出    6:21 
日入  16:35
月出  13:20
月入    0:55

日出    6:22 
日入  16:35
月出  13:46
月入    1:50

日出    6:23 
日入  16:34
月出  14:13
月入    2:47

日出    6:24 
日入  16:33
月出  14:43
月入    3:45

日出    6:25 
日入  16:33
月出  15:18
月入    4:45

日出    6:13 
日入  16:41
月出    8:20
月入  18:05

日出    6:14 
日入  16:40
月出    9:19
月入  19:03

日出    6:15 
日入  16:40
月出  10:10
月入  20:04

日出    6:16 
日入  16:39
月出  10:53
月入  21:05

日出    6:17 
日入  16:38
月出  11:29
月入  22:04

日出    6:18
日入  16:37
月出  12:00
月入  23:02

日出    6:09 
日入  16:45
月出    3:40
月入  15:05

日出    6:10 
日入  16:44
月出    4:52
月入  15:42

日出    6:11 
日入  16:43
月出    6:04
月入  16:24

32131

4 29日：下弦の月

  14日：上弦の月

  22日：満月

  6日：おうし座南流星群極大頃

日出    6:06 
日入  16:48
月出    0:10
月入  13:26

日出    6:07 
日入  16:47
月出    1:19
月入  13:58

日出    6:08 
日入  16:46
月出    2:29
月入  14:31

  6日：新月

  13日：おうし座北流星群極大頃

  18日：しし座流星群極大

立冬

小雪

1
惑星状星雲：M76（ペルセウス座）
散開星団：M52（カシオペア座）、ｈ－χ（ペルセウス座）

惑星：木星、天王星、海王星
恒星：デネブ（はくちょう座）、フォーマルハウト（みなみのうお座）、ミラ（くじら座）

銀河：M31（アンドロメダ座）、M33（さんかく座）、M74（うお座）

主な観望天体 

球状星団：M15（ペガスス座）
二重星：アルビレオ（はくちょう座）、アルマク（アンドロメダ座）

勤労感謝
の日

文化の日

h-χ

ペルセウス座にある散開星団。２つの散開星団が並んで見えるので「二重星
団」とも呼ばれる。右側がペルセウス座h、左がペルセウス座χ。これらは近
くに並んで見えるだけでなく、地球からの距離もほぼ同じ（約7000 光年）で
ある。

3
日出    6:08 
日入  17:42
月出    6:21
月入  19:04

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1

43 5

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    5:59 
日入  17:49
月出  10:38
月入    0:44

Astronomical Events

日出    5:49 
日入  17:55
月出  18:44
月入    5:33

日出    5:38 
日入  18:01
月出    1:14
月入  11:14

日出    5:37 
日入  18:02
月出    1:56
月入  12:14

日出    6:15 
日入  17:38
月出    3:57
月入  14:20

日出    6:14 
日入  17:39
月出    4:31
月入  15:19

日出    5:47 
日入  17:56
月出  19:58
月入    6:09

日出    5:46
日入  17:57
月出  21:12
月入    6:48

日出    5:44
日入  17:57
月出  22:22
月入    7:32

日出    5:43 
日入  17:58
月出  23:27
月入    8:21

日出    5:41 
日入  17:59
月出   ---:---
月入    9:15

日出    5:40 
日入  18:00
月出    0:25
月入  10:14

日出    5:57 
日入  17:50
月出  11:38
月入    1:36

日出    5:56 
日入  17:50
月出  12:43
月入    2:24

日出    5:54 
日入  17:51
月出  13:52
月入    3:07

日出    5:53 
日入  17:52
月出  15:03
月入    3:47

日出    5:51 
日入  17:53
月出  16:16
月入    4:23

日出    5:50 
日入  17:54
月出  17:29
月入    4:58

日出    6:07 
日入  17:43
月出    6:47
月入  20:00

日出    6:06 
日入  17:44
月出    7:15
月入  20:57

日出    6:04 
日入  17:45
月出    7:46
月入  21:54

日出    6:03 
日入  17:46
月出    8:20
月入  22:52

日出    6:02
日入  17:47
月出    9:00
月入  23:49

日出    6:00 
日入  17:48
月出    9:46
月入   ---:---

日出    6:13 
日入  17:40
月出    5:01
月入  16:16

日出    6:11 
日入  17:41
月出    5:29
月入  17:13

日出    6:10 
日入  17:41
月出    5:55
月入  18:09

212827

2
26日：下弦の月

5日：新月

13日：上弦の月

20日：満月

啓蟄　　　

春分の日　　

日出    5:35
日入  18:03
月出    2:33
月入  13:13

日出    5:34 
日入  18:03
月出    3:04
月入  14:11

日出    5:32 
日入  18:04
月出    3:33
月入  15:08

主な観望天体 

惑星状星雲：NGC2392（エスキモー星雲、ふたご座）
　　　　　　NGC3242（木星状星雲、うみへび座）

散開星団：M44（プレセペ、かに座）、M37（ぎょしゃ座）、M47（とも座）

恒星：シリウス（おおいぬ座）、カストル、ポルックス（ふたご座）
　　　プロキオン（こいぬ座）

銀河：M81、M82（おおぐま座）

29日：水星が東方最大離角

March
2011

春分　　

日周運動 

天空上の星やその他の天体は、地球の自転のため、
極軸の周りを１日に一回転回る（反時計回り）。
北半球では極軸の先（天の北極）近くに北極星が
あり、ほとんど動かないため、方向を知る目印に
なる。南半球にはそれに相当する星はない。地球
が地軸の周りを１回転するのに、23時間56
分4.09秒かかる（１恒星日）。

二重星：かに座イオタ（かに座）

April42010

惑星状星雲：NGC3242（木星状星雲、うみへび座）、M97（ふくろう星雲、おおぐま座）

散開星団：M44（プレセペ、かに座）、M67（かに座）

惑星：火星、土星

二重星：かに座イオタ（かに座）、アルギエバ（しし座）

銀河：M81, M82, M101（おおぐま座）、M104（おとめ座）、M51（りょうけん座）　　　　

主な観望天体 

球状星団：M3（りょうけん座）

日出    5:26 
日入  18:08
月出  23:52
月入    8:32

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

21 3

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    5:16 
日入  18:14
月出    3:18
月入  15:13

Astronomical Events

日出    5:07 
日入  18:20
月出    7:10
月入  22:21

日出    4:58 
日入  18:26
月出  14:57
月入    2:32

日出    4:57 
日入  18:27
月出  16:06
月入    3:03

日出    4:56 
日入  18:28
月出  17:16
月入    3:35

日出    4:55 
日入  18:29
月出  18:26
月入    4:09

日出    4:53 
日入  18:29
月出  19:35
月入    4:48

日出    4:52 
日入  18:30
月出  20:40
月入    5:31

日出    5:06 
日入  18:21
月出    8:06
月入  23:17

日出    5:04
日入  18:22
月出    9:09
月入    ---:---

日出    5:03 
日入  18:23
月出  10:17
月入    0:06

日出    5:02 
日入  18:23
月出  11:27
月入    0:49

日出    5:01 
日入  18:24
月出  12:37
月入    1:27

日出    4:59 
日入  18:25
月出  13:47
月入    2:00

日出    5:15 
日入  18:15
月出    3:43
月入  16:10

日出    5:14 
日入  18:16
月出    4:08
月入  17:09

日出    5:12 
日入  18:16
月出    4:35
月入  18:09

日出    5:11 
日入  18:17
月出    5:06
月入  19:12

日出    5:10 
日入  18:18
月出    5:40
月入  20:16

日出    5:08 
日入  18:19
月出    6:21
月入  21:19

日出    5:25 
日入  18:09
月出   ---:---
月入    9:27

日出    5:24 
日入  18:10
月出    0:40
月入  10:25

日出    5:22 
日入  18:10
月出    1:20
月入  11:24

日出    5:21 
日入  18:11
月出    1:55
月入  12:22

日出    5:19 
日入  18:12
月出    2:25
月入  13:19

日出    5:18 
日入  18:13
月出    2:52
月入  14:16

日出    5:31 
日入  18:05
月出  20:48
月入    6:15

日出    5:29 
日入  18:06
月出  21:55
月入    6:56

日出    5:28 
日入  18:07
月出  22:57
月入    7:41

313029

1

  9日：水星が東方最大離角

  14日：新月

  22日：上弦の月

  23日：こと座４月流星群極大

  26日：おとめ座流星群極大

  6日：下弦の月

  28日：満月

28

清明

穀雨

恒星：カストル、ポルックス（ふたご座）、プロキオン（こいぬ座）

昭和の日

M51 
りょうけん座にある渦巻
銀河M51（NGC5194）は、
すぐ近くにNGC5195銀河
があることから、子持ち
銀河とも呼ばれている。
月のない条件のよいとき、
大型の望遠鏡を使うと、
両方の銀河を繋ぐ腕もか
すかに見ることができる。
距離約2100万光年。実視
等級は約9等。

日出    4:50 
日入  18:32
月出  22:31
月入    7:15

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

3029 1

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    4:43 
日入  18:38
月出    1:44
月入  13:59

Astronomical Events

日出    4:37 
日入  18:44
月出    5:59
月入  21:10

日出    4:32 
日入  18:49
月出  13:54
月入    1:04

日出    4:31 
日入  18:50
月出  15:02
月入    1:35

日出    4:31 
日入  18:51
月出  16:11
月入    2:07

日出    4:30 
日入  18:52
月出  17:19
月入    2:43

日出    4:30 
日入  18:52
月出  18:25
月入    3:24

日出    4:29 
日入  18:53
月出  19:26
月入    4:11

日出    4:36 
日入  18:45
月出    7:01
月入  22:03

日出    4:35
日入  18:46
月出    8:09
月入  22:49

日出    4:34 
日入  18:46
月出    9:19
月入  23:28

日出    4:34 
日入  18:47
月出  10:29
月入    ---:---

日出    4:33 
日入  18:48
月出  11:38
月入    0:02

日出    4:32 
日入  18:49
月出  12:47
月入    0:34

日出    4:42 
日入  18:39
月出    2:09
月入  14:57

日出    4:41 
日入  18:40
月出    2:36
月入  15:57

日出    4:40 
日入  18:41
月出    3:05
月入  16:58

日出    4:39 
日入  18:41
月出    3:38
月入  18:03

日出    4:38 
日入  18:42
月出    4:17
月入  19:08

日出    4:38 
日入  18:43
月出    5:04
月入  20:11

日出    4:49 
日入  18:33
月出  23:15
月入    8:13

日出    4:48 
日入  18:34
月出  23:52
月入    9:12

日出    4:47 
日入  18:35
月出   ---:---
月入  10:11

日出    4:46 
日入  18:35
月出    0:24
月入  11:09

日出    4:45 
日入  18:36
月出    0:53
月入  12:06

日出    4:44 
日入  18:37
月出    1:19
月入  13:03

日出    4:51 
日入  18:31
月出  21:39
月入    6:2128272625

29

  9日：こと座η流星群極大

  14日：新月

  21日：上弦の月

  26日：水星が西方最大離角

  6日：下弦の月

  28日：満月

30 31 1 2 3 4
日出    4:28 
日入  18:54
月出  21:08
月入    6:00

日出    4:28 
日入  18:55
月出  21:48
月入    6:59 5

日出    4:29 
日入  18:54
月出  20:21
月入    5:03

May52010

惑星状星雲：NGC3242（うみへび座）、M97（おおぐま座）

散開星団：M44（プレセペ、かに座）

惑星：金星、火星、土星

恒星：かに座イオタ（二重星）、アルギエバ（連星）

銀河：M51（りょうけん座）, M81, M82（おおぐま座）, M104（おとめ座）

主な観望天体 

球状星団：M3（りょうけん座）

こどもの日

小満

  6日：みずがめ座η流星群極大

恒星：スピカ（おとめ座）、アルクトゥールス（うしかい座）

憲法記念日 みどりの日

立夏

土星 

木星に次いで太陽系で２番目に大きな惑星で、直径は地球の約9.4倍、
質量は約95倍ある。しかし、土星は太陽系の中で一番密度が低く、平
均密度は水よりも小さい約0.68g/cm3である。このため、「もし土星を
プールに入れることができれば、水に浮く」とも言われている。

2005.1.6 

2006.3.4 

2007.2.21 

2008.3.9 

2009.2.21 

※ ※

September92010

惑星状星雲：M57（こと座）、M27（こぎつね座）、
　　　　　　NGC7009（土星状星雲、みずがめ座）

惑星：木星、天王星、海王星

恒星：ベガ（こと座）、アルタイル（わし座）、デネブ（はくちょう座）

主な観望天体 

球状星団：M15（ペガスス座）

月

月は我々地球に最も
近く、太古万葉の昔
から馴染みの深い天
体である。人類が降
り立った唯一の星で
もある。成因は、地
球と他の天体との衝
突によってできたと
いう説（ジャイアン
ト・インパクト説）
が有力である。直径
約3,500km、表面重力
は地球の約1/6。地球
からの距離（平均公
転半径）は約38万km。

日出    5:18 
日入  18:07
月出    1:08
月入  15:435 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1

32 4

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    5:23 
日入  17:57
月出    9:41
月入  19:59

Astronomical Events

日出    5:29 
日入  17:46
月出  15:30
月入    1:25

日出    5:34 
日入  17:36
月出  18:42
月入    8:03

日出    5:35 
日入  17:34
月出  19:19
月入    9:03

日出    5:36 
日入  17:33
月出  20:02
月入  10:04

日出    5:29 
日入  17:45
月出  15:58
月入    2:22

日出    5:30
日入  17:43
月出  16:25
月入    3:19

日出    5:31 
日入  17:42
月出  16:50
月入    4:15

日出    5:32 
日入  17:40
月出  17:15
月入    5:11

日出    5:33 
日入  17:39
月出  17:41
月入    6:07

日出    5:33 
日入  17:37
月出  18:10
月入    7:05

日出    5:24 
日入  17:55
月出  10:50
月入  20:44

日出    5:25 
日入  17:54
月出  11:53
月入  21:35

日出    5:26 
日入  17:52
月出  12:50
月入  22:30

日出    5:26 
日入  17:51
月出  13:40
月入  23:27

日出    5:27 
日入  17:49
月出  14:22
月入   ---:---

日出    5:28 
日入  17:48
月出  14:59
月入    0:26

日出    5:18 
日入  18:05
月出    2:21
月入  16:23

日出    5:19 
日入  18:04
月出    3:35
月入  16:59

日出    5:20 
日入  18:03
月出    4:49
月入  17:34

日出    5:21 
日入  18:01
月出    6:03
月入  18:07

日出    5:22 
日入  18:00
月出    7:17
月入  18:41

日出    5:22 
日入  17:58
月出    8:30
月入  19:18

日出    5:15 
日入  18:11
月出  22:58
月入  13:10

日出    5:16 
日入  18:10
月出  24:00
月入  14:06

日出    5:17 
日入  18:08
月出   ---:---
月入  14:57

1313029
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2日：下弦の月

  8日：新月

  15日：上弦の月

  23日：満月

日出    5:37 
日入  17:31
月出  20:52
月入  11:03

日出    5:37 
日入  17:30
月出  21:50
月入  11:59

日出    5:15 
日入  18:13
月出  22:04
月入  12:11

  20日：水星が西方最大離角

白露

秋分

  24日：金星が最大光度（-4.6等）

二重星：アルビレオ（はくちょう座）

  22日：天王星が衝
  22日：木星が衝

敬老の日 秋分の日
  22日：中秋の名月

散開星団：M52（カシオペア座）、M11（たて座）

※※

※

December12010
皆既月食

皆既月食は月が地球の本
影に入ることで起こる現
象。皆既の時間帯でも完
全に真っ暗にはならない。
これは太陽光の中の赤い
光が地球大気によって屈
折し、本影に回り込んで
月表面を照らすため。写
真は2007年8月28日に観
察されたもの。今年見ら
れる月食も2007年同様、
月が既に欠けながら昇っ
てくる「月出帯食」にな
る。

日出    6:40 
日入  16:28
月出    6:01
月入  15:515 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 4

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    6:45 
日入  16:29
月出  10:55
月入  22:44

Astronomical Events

日出    6:50 
日入  16:31
月出  14:35
月入    4:33

日出    6:53 
日入  16:35
月出  22:10
月入  10:02

日出    6:54 
日入  16:35
月出  23:18
月入  10:34

日出    6:54 
日入  16:36
月出   ---:---
月入  11:06

日出    6:51 
日入  16:32
月出  15:27
月入    5:34

日出    6:51
日入  16:32
月出  16:26
月入    6:32

日出    6:52 
日入  16:33
月出  17:32
月入    7:25

日出    6:52
日入  16:33
月出  18:41
月入    8:12

日出    6:53 
日入  16:34
月出  19:51
月入    8:53

日出    6:53 
日入  16:34
月出  21:01
月入    9:29

日出    6:46 
日入  16:29
月出  11:21
月入  23:40

日出    6:47 
日入  16:29
月出  11:46
月入   ---:---

日出    6:47 
日入  16:30
月出  12:13
月入    0:35

日出    6:48 
日入  16:30
月出  12:41
月入    1:32

日出    6:49 
日入  16:30
月出  13:14
月入    2:31

日出    6:49 
日入  16:31
月出  13:51
月入    3:31

日出    6:41 
日入  16:28
月出    7:03
月入  16:47

日出    6:41 
日入  16:28
月出    7:58
月入  17:47

日出    6:42 
日入  16:28
月出    8:45
月入  18:49

日出    6:43 
日入  16:29
月出    9:25
月入  19:50

日出    6:44 
日入  16:29
月出    9:59
月入  20:50

日出    6:45 
日入  16:29
月出  10:28
月入  21:48

日出    6:37 
日入  16:29
月出    2:35
月入  13:38

日出    6:38
日入  16:29
月出    3:45
月入  14:16

日出    6:39 
日入  16:29
月出    4:54
月入  15:00

1313029

1   28日：下弦の月

  6日：新月

  13日：上弦の月

  21日：満月

日出    6:54 
日入  16:37
月出    0:26
月入  11:39

日出    6:55 
日入  16:37
月出    1:35
月入  12:15

日出    6:36 
日入  16:29
月出    1:26
月入  13:03

  23日：こぐま座流星群極大

大雪

冬至

  4日：金星が最大光度（-4.7等）

2

日出    6:55 
日入  16:38
月出    2:43
月入  12:56

  21日：皆既月食（月出帯食）

  14日：ふたご座流星群極大

惑星状星雲：M76（ペルセウス座）

散開星団：M52（カシオペア座）、ｈ－χ（ペルセウス座）、M45（すばる、おうし座）

惑星：木星、天王星、海王星

恒星：アルデバラン（おうし座）、カペラ（ぎょしゃ座）

銀河：M31（アンドロメダ座）、M33（さんかく座）、M74（うお座）

主な観望天体 

二重星：アルマク（アンドロメダ座）

天皇誕生日

  2日：水星が東方最離角

2
主な観望天体 

バラ星雲

いっかくじゅう座にあ
る散光星雲。一輪のバ
ラのような姿に見える
ことからこの名がつい
た。それとは別に、骸
骨のようにも見えるこ
とから「骸骨星雲」と
呼ばれることもある。
星の最期（爆発）と、
これからの星形成の現
場が入り組んだ天体で
ある。観望は難しいが、
写真撮影にチャレンジ
したい天体の一つであ
る。（視直径75秒、距
離5000光年、実直径
130光年）。

日出    6:41 
日入  17:15
月出    7:51
月入  20:156 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    6:35 
日入  17:22
月出  11:53
月入    1:59

Astronomical Events

日出    6:27 
日入  17:29
月出  19:57
月入    7:05

日出    6:18 
日入  17:36
月出    2:31
月入  12:20

日出    6:17 
日入  17:37
月出    3:17
月入  13:20

日出    6:46 
日入  17:09
月出    5:18
月入  15:26

日出    6:45 
日入  17:10
月出    5:56
月入  16:26

日出    6:25 
日入  17:30
月出  21:10
月入    7:39

日出    6:24
日入  17:31
月出  22:22
月入    8:16

日出    6:23
日入  17:32
月出  23:32
月入    8:55

日出    6:22 
日入  17:33
月出   ---:---
月入    9:39

日出    6:20 
日入  17:34
月出    0:38
月入  10:28

日出    6:19 
日入  17:35
月出    1:38
月入  11:22

日出    6:33 
日入  17:23
月出  12:50
月入    2:55

日出    6:32 
日入  17:24
月出  13:55
月入    3:47

日出    6:31 
日入  17:25
月出  15:05
月入    4:35

日出    6:30 
日入  17:26
月出  16:17
月入    5:17

日出    6:29 
日入  17:27
月出  17:31
月入    5:55

日出    6:28 
日入  17:28
月出  18:44
月入    6:31

日出    6:41 
日入  17:16
月出    8:17
月入  21:11

日出    6:40
日入  17:17
月出    8:43
月入  22:07

日出    6:39 
日入  17:18
月出    9:12
月入  23:04

日出    6:38 
日入  17:19
月出    9:44
月入   ---:---

日出    6:37 
日入  17:20
月出  10:20
月入    0:02

日出    6:36 
日入  17:21
月出  11:03
月入    1:01

日出    6:44 
日入  17:11
月出    6:29
月入  17:25

日出    6:43 
日入  17:12
月出    6:59
月入  18:23

日出    6:42 
日入  17:13
月出    7:26
月入  19:20

213130
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25日：下弦の月

3日：新月

11日：上弦の月

18日：満月

立春　　

雨水　　

惑星状星雲：NGC2392（エスキモー星雲、ふたご座）
散開星団：ｈ－χ（ペルセウス座）、M37（ぎょしゃ座）、M41（おおいぬ座）

恒星：アルデバラン（おうし座）、カペラ（ぎょしゃ座）、
　　　リゲル、ベテルギウス（オリオン座）、カノープス（りゅうこつ座）
　　　シリウス（おおいぬ座）、カストル、ポルックス（ふたご座）

散光星雲：M42、M78（オリオン座）

球状星団：M79（うさぎ座）

銀河：M81、M82（おおぐま座）

February
2011

建国記念
の日　　

日出    5:40 
日入  17:25
月出    0:02
月入  14:17

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

日出    5:46 
日入  17:15
月出    8:28
月入  18:35

Astronomical Events

日出    5:52 
日入  17:06
月出  14:00
月入    0:15

日出    5:58 
日入  16:57
月出  17:20
月入    6:56

日出    5:59
日入  16:56
月出  18:01
月入    7:57

日出    6:00 
日入  16:55
月出  18:50
月入    8:57

日出    6:01 
日入  16:54
月出  19:45
月入    9:54

日出    6:02 
日入  16:52
月出  20:47
月入  10:47

日出    6:03 
日入  16:51
月出  21:53
月入  11:34

日出    5:53 
日入  17:05
月出  14:27
月入    1:12

日出    5:54
日入  17:03
月出  14:53
月入    2:08

日出    5:55 
日入  17:02
月出  15:18
月入    3:04

日出    5:56 
日入  17:01
月出  15:44
月入    4:00

日出    5:57 
日入  17:00
月出  16:13
月入    4:57

日出    5:58 
日入  16:58
月出  16:44
月入    5:56

日出    5:47 
日入  17:14
月出    9:36
月入  19:25

日出    5:48 
日入  17:13
月出  10:38
月入  20:19

日出    5:48 
日入  17:11
月出  11:32
月入  21:18

日出    5:49 
日入  17:10
月出  12:18
月入  22:17

日出    5:50 
日入  17:09
月出  12:57
月入  23:17

日出    5:51 
日入  17:07
月出  13:31
月入   ---:---

日出    5:41 
日入  17:24
月出    1:13
月入  14:54

日出    5:42 
日入  17:22
月出    2:25
月入  15:28

日出    5:42 
日入  17:21
月出    3:37
月入  16:01

日出    5:43 
日入  17:20
月出    4:50
月入  16:35

日出    5:44 
日入  17:18
月出    6:03
月入  17:11

日出    5:45 
日入  17:17
月出    7:17
月入  17:50:

日出    5:39 
日入  17:27
月出   ---:---
月入  13:36

29282726
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9日：りゅう座流星群極大
　　　（旧ジャコビニ流星群）

  8日：新月

15日：上弦の月

12日：ミラ（くじら座）極大

30日：下弦の月

22日：オリオン座流星群極大

  1日：下弦の月

23日：満月

31 1 2 3 4
日出    6:05 
日入  16:49
月出   ---:---
月入  12:52

日出    5:38 
日入  17:28
月出  22:54
月入  12:50

5

日出    6:04 
日入  16:50
月出  23:01
月入  12:15

October12010

惑星状星雲：M57（こと座）、M27（こぎつね座）、NGC7009（土星状星雲、みずがめ座）
散開星団：M52（カシオペア座）

惑星：木星、天王星、海王星
恒星：ベガ（こと座）、アルタイル（わし座）、デネブ（はくちょう座）、
　　　フォーマルハウト（みなみのうお座）、ミラ（くじら座）

銀河：M31（アンドロメダ座）

主な観望天体 

球状星団：M15（ペガスス座）

0

6

彗星 
彗星は太陽系外縁部からやってくると考えられており、軌道周期が200年以下
の短周期彗星から、それ以上のものまで様々である。写真のルーリン彗星
（C/2007  N3）は、2007年7月に台湾のルーリン（鹿林）天文台で発見された
彗星で、2008年2月24日には地球に0.4天文単位まで近づいた。10月上旬には
ハートレイ第２周期彗星が見頃になると予想されている。

寒露

霜降

二重星：アルビレオ（はくちょう座）、アルマク（アンドロメダ座）

体育の日

群馬県民
の日

28日：103P/ハートレイ第２周期
　　　  彗星が近日点通過

20日：十三夜

日出    6:55 
日入  16:40
月出    4:52
月入  14:35

2 3 4 5 6

11 12 13

17 18 19 20

24 25 26 27

3130 1

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Astronomical Events

日出    6:51 
日入  17:01
月出  22:17
月入    9:08

日出    6:50 
日入  17:02
月出  23:26
月入    9:41

日出    6:50 
日入  17:03
月出   ---:---
月入  10:17

日出    6:49 
日入  17:04
月出    0:35
月入  10:56

日出    6:54 
日入  16:53
月出  14:08
月入    4:15

日出    6:54
日入  16:54
月出  15:11
月入    5:11

日出    6:53 
日入  16:55
月出  16:20
月入    6:01

日出    6:53 
日入  16:56
月出  17:31
月入    6:46

日出    6:55 
日入  16:48
月出  10:14
月入  23:20

日出    6:55 
日入  16:48
月出  10:41
月入   ---:---

日出    6:55 
日入  16:49
月出  11:11
月入    0:17

日出    6:55 
日入  16:41
月出    5:48
月入  15:33

日出    6:56 
日入  16:41
月出    6:38
月入  16:34

日出    6:56 
日入  16:42
月出    7:20
月入  17:36

日出    6:56 
日入  16:43
月出    7:57
月入  18:36

日出    6:55 
日入  16:39
月出    3:49
月入  13:43

29282726

4日：新月

12日：上弦の月

9日：水星が西方最大離角

26日：下弦の月

20日：満月

31 1 2 3 4
日出    6:46 
日入  17:08
月出    4:34
月入  14:25 5

1   M45 
（プレアデス星団） 

おうし座にある散開星団。
日本では「すばる」とい
う名で有名である。地球
から約400光年の距離にあ
り 、 肉 眼 で も ５ ~ ７
個の若く明るい星を見る
ことができる。星の周囲
が青白く輝いているが、
これは周囲の星間物質が、
星々の光を反射している
ためである。

小寒

大寒

9日：金星が西方最大離角

超新星残骸：M1（おうし座）

散開星団：ｈ－χ（ペルセウス座）、M45（おうし座）、M37（ぎょしゃ座）

惑星：木星、天王星

恒星：アルデバラン（おうし座）、カペラ（ぎょしゃ座）、リゲル（オリオン座）
　　　グリムゾンスター（うさぎ座R星、うさぎ座）

散光星雲：M42、M78（オリオン座）

主な観望天体 

二重星：アルマク（アンドロメダ座）

球状星団：M79（うさぎ座）

4日：地球が近日点通過

元日

8 日出    6:56 
日入  16:45
月出    8:57
月入  20:33

7

14

21 22

28
日出    6:49 
日入  17:05
月出    1:42
月入  11:41

日出    6:52
日入  16:58
月出  18:44
月入    7:26

日出    6:52 
日入  16:59
月出  19:56
月入    8:01

日出    6:55 
日入  16:50
月出  11:45
月入    1:16

日出    6:56 
日入  16:44
月出    8:28
月入  19:35

29
日出    6:48 
日入  17:06
月出    2:45
月入  12:31

15 日出    6:55 
日入  16:51
月出  12:25
月入    2:16

9 10

16

23

日出    6:56 
日入  16:46
月出    9:23
月入  21:29

日出    6:54 
日入  16:52
月出  13:12
月入    3:16

日出    6:52 
日入  17:00
月出  21:07
月入    8:35

日出    6:56 
日入  16:47
月出    9:48
月入  22:24

30
日出    6:47 
日入  17:07
月出    3:43
月入  13:26   

成人の日

January
2011


