
時間 スライド内容 提示資料・備品学習内容と活動

5分

15分

8分

20分

2. タレスの仕事～測量クイズ～

・過去から現在までの宇宙の認識の変化について
知る。

・「測る」ことの導入として、実際に測ることので
きないピラミッドの高さを計算で求める。

1. オープニング～宇宙のナゾ～

・宇宙観測の分野において、「測る」ことが重要で
あることを知る。また、「測る」ことが本時のテー
マであることを知る。

・映像を見ながら、タレスと郷田先生がナビゲー
ターとなり宇宙と宇宙に携わる仕事について学習
することを知る。

3. JASMINE プロジェクトの紹介

・実際のインタビュー映像から、郷田先生の関わっ
ている JASMINE プロジェクトについて知るとと
もに、宇宙を「測る」ことへの興味を喚起する。

4. 星の観測実験の説明・実践

・ストロー分度器とワークシートを使って、止まっ
ている模型の星までの距離を作図と計算で求め
る。

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー
・ワークシート

ストロー分度器
星
ワークシート
メジャー
定規

1時間目

授業内容授業内容 ・時数：２コマ（５０分×２） ・対象学年 :中学校 1～3年生　

・教科等：数学・総合的な学習の時間（キャリア教育）

・目的：宇宙観測に関する研究を取り上げ、その情報技術を支えるエンジニアの
　　　   仕事を知ることで、宇宙観測を支える仕事に興味・関心を持つことができる。
　　　   また、観測の方法は中学校で学習する数学が基礎にあることを知る。
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展 開計画
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※授業を行う際に参考となる書籍一覧
参考図書：郷田直輝（2009）『天の川銀河の地図をえがく』旬報社
　　　　　郷田直輝（2014）『宇宙のことがだいたいわかる 通読できる宇宙用語集』ベレ出版

時間 スライド内容 提示資料・備品学習内容と活動

2分

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

・生徒用 PC（タブ
　レット）

・ストロー分度器
・星
・ワークシート
・PC

1. 星が動く理由って？

・実際の観測は距離が遠いためにより難易度が高
いことを知る。

・うしかい座を例に、星が動いて見える理由を知
る。

・前時の実験は星を静体と見立てていたことを確
認し、次は星を動体としてとらえることを伝える。

4. まとめ

・1時間目の内容を振り返る。

2. 星の観測実験の説明・実践

・ストロー分度器とワークシートを使って、動い
ていく星の模型の角度を計算で求める。

・実際の観測データを基にして、未来の星の位置
を予測できることを知るとともに、正確な観測や
予測にはコンピューターによる分析が必要である
ことを伝える。

3. JASMINE プロジェクトの実際の計測～エ
ンジニアの仕事～

・実際のインタビュー映像を見て、エンジニアの
データ分析について知る。

4. Mitaka の体験

・国立天文台が配布するアプリ「Mitaka」を実際
に使ってみることで、現在の宇宙の地図の姿を知
る。

5. まとめ

・郷田先生からのメッセージ映像を視聴し、あら
ためて宇宙航空分野の魅力、生徒たちに今後期待
することを伝える。

・2時間の内容の振り返り

8分

20分

7分

10分

5分

2時間目

3



時間 スライド内容 提示資料・備品学習内容と活動

5分 ・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

1. オープニング～宇宙のナゾ
・授業の導入

「みなさん、宇宙のことでどんなことを知ってい
ますか？」

「宇宙や天体は最新の技術で様々なことが明らか
になっています。しかし、まだその謎も多いです。」

「宇宙を知るためには『測る』ことが重要な要素
になっています。今回は宇宙を『測る』こと、そ
してそれに関わる『仕事』について、歴史上の偉
人とともに学習していきましょう。」

「その偉人は、タレスといいます。みなさんこの
偉人を知っていますか？ギリシャに実在した哲学
者であり数学者でもある人物、色々な物を『測る』
のが大好きな人です。」

・アニメーションを進めながら、生徒の反応を見
て適宜解説などを行う。

※音声付きのプレゼンテーション資料
　を用いる (PowerPoint)
　以下タレス=タ、郷田先生 =郷と表記

タ :「私の名はタレス。いろんなモノを測
ることが大好きなんじゃ。ものさしでは測
れない大きなモノを測る方法を考え出した
のもワシじゃ。」

タ :「いつかこの宇宙のことも測ってみた
いんじゃ。」

タ :「おっとっとー！あ～れ～」

タ :「いてて。」

郷 :「大丈夫ですか！？あっ！その顔はタ
レスさん！」

タ :「ここはどこじゃ？」

郷 :「国立天文台です。私はここで宇宙を
研究している郷田と申します。どうしてこ
んなところにいるんですか？」

タ :「星空を見ながら歩いていたら穴に落
ちたらしく、気がついたらここに…」

郷 :「…そうですか。せっかくなので、タ
レスさんの時代から現代までの間に、宇宙
の地図がどう変わったのか見てみましょう
か。」

15分 ・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

「夜空に浮かぶ星や天の川の謎に挑んだ、
様々な偉人たちのストーリーを見ていきま
しょう。」

「天文学という学問が発達するにつれ、観
測結果から宇宙の姿を考えられるようにな
りました。」

2. タレスの仕事～測量クイズ
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「しかし、天動説という考えからは、離れ
られないでいました。」

「数学・物理学の発達とともに、地球が太
陽の周りを回っているという考え方、地動
説が徐々に出てきました。」

「天の川銀河の、CG で作成した形を見てみ
ましょう。」

タ :「ゴウダ、君たちの文明はずいぶん進
んでいるのだな…」

郷 :「いえいえ、タレスさんたち先人のお
陰ですよ。」

タ :「わしの仕事でちょっと困ったことが
あるので手伝ってくれんかね？」

郷 :「なんなりと！」

郷 :「皆さんもやってみましょう。」

8分

8分

・ワークシート

・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

「過去から現在にかけて宇宙の認識って随分変
わったのですね。」

「タレスさんが仕事で困ってしまったことがある、
ということでした。どのようなことなのでしょう
か？」

3. 郷田先生プロジェクト紹介
・アニメーションを進めながら、生徒の反応を見
て適宜解説などを行う。

郷：「みなさんさすがですね。と、いうわ
けなんですよ。」

タ :「助かったよ。おかげでワシも有名人
じゃ。」

郷 :「今度は自力でやってくださいね。」

タ :「そういえばゴウダの今の仕事はどう
いったものなのじゃ？」

郷 :「私は”JASMINE( ジャスミン )計画 (※
Japan AstrometrySatellite Mission for 
INfrared Exploration の略 )”という星
の距離を測る研究プロジェクトのリーダー
をしています。」

タ :「一体どうやって測るんじゃ？ ゴウダ、

ワシにも測らせてくれ！」

郷 :「しくみはこうです。」

郷 :「地球は太陽の周りを 1 年で 1 周しま
す。その直径は約 3 億 km ということが
わかっています。」

①作業説明
②ワークシートで作業
③答え合わせ（２つの三角形は大きさは違うが同じ形の三角形、相似の関係にあることを確認）

※ピラミッドの（中心から）影の長さ :365m、柱の高さ :2m、柱の影の長さ :5m

・ワークシートを配布する。

（ただし直接高さは測れません）ピラミッドの高さを測ろう！
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20分

2分

・ワークシート
・ストロー分度器
・セロハンテープ
・ナット（星に相当
　するもの）
・定規
・メジャー

4. 星の観測実験の説明・実践

・実験の手順を実際に示しながら説明を行う。

・精密に測っているかどうかを確認し、誤差がで
たら何故誤差が出たかを考えさせ、適宜助言を行
う。

5. まとめ・次時予告

・実験の様子について生徒にフィードバックする。

郷 :「夏至の位置に分度器の中心を置き、
ストローから観測したい星をのぞいて見え
た時の角度をメモします。」

郷 :「冬至に関しても同じように角度を測
ります。」

郷 :「両端の角度がわかったら、ワークシー
トに縮小版を作図して夏至からの距離を測
りましょう。」

郷 :「距離を比で計算して、実際の距離を
メジャーで測って答え合わせしましょう。」

タ :「大きさの違う図形を作るという点で
は、ピラミッドの高さを測るのと原理は一
緒じやな？」

郷 :「さすがタレスさん！いいところに気
付きましたね。」

郷 :「実際に星までの距離を測ることはもっ
と大変なんです。」

タ :「それは一体どういうことじゃ？」

郷 :「この続きは次回！」

「どうやって星との距離を測るのでしょうか？」

・さっきのワークでやった「相似の関係」を使う
ことを説明する。

「ということで、郷田先生がどのようなことをし
ているのか、皆さんもやってみましょう！」

郷 :「この端っこどうしにいる時に、観測
したい星の角度を測ります。今回は夏至と
冬至に設定しましょうか。」

タ :「半年ズレていればちょうど端っこど
うしになるのじゃな。」

郷 :「出来上がった三角形から地球と星の
距離が分かる仕組みです。」

郷 :「教室の皆さんにも簡単なモデルで挑
戦してもらいましょう！」

①作業説明
②ワークシートで作業
③答え合わせ

（ただし直接距離は測れません）星までの距離を測ろう！
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時間 スライド内容 提示資料・備品学習内容と活動

※音声付きのプレゼンテーション資料を用
いる (PowerPoint)
　以下タレス =タ、郷田先生 =郷

郷 :「実際にはもっと遠くの星の距離を測
るわけです。」

タ：「もっと遠くとはどれくらいの距離な
のじゃ？」

郷 :「太陽系から天の川銀河の中心までは
約2万 8000光年離れています。」

郷：「2 万 8000 光年先の天の川銀河の中
心までのズレは、1 万分の一秒角ほどにな
ります。」

タ：「わかりやすい例えはないのか？」

郷：「東京から約 100 ㎞離れている富士山
山頂に立っている人の髪の毛の太さ 1本を
見込む角度におおよそ等しくなります。」

郷：「さらに、私の研究では、星の動きも
把握しなくてはなりません。」

郷 :「あの星を見てください！」

タ :「ふぁ！うしかい座が！なんか変！」

タ：「なんで短足になっとるんじゃ！？」

郷 :「タレスさんの時代ではもっと足が長
かったんですよね。星座の形って、実際は
少しずつ動いているんですよ。」

タ :「どうせゼウス神を怒らせた罰とかそ
んな話じゃろ？」

郷 :「…とりあえず説明しますね。」

郷 :「地球を含む太陽系が天の川銀河に属
していることは説明しましたね？」

郷 :「地球やその他の星も天の川銀河の中
で渦を巻いて回っているので、ちょっとず
つ星の位置がズレてしまうのです。」

タ :「なるほど。」

郷 :「ちなみに 1 つの天体が銀河を 1 周す
るのには、約 2億年かかると言われていま
す。だから私たちの目には星は止まってい
るように見えるのですね。」

タ :「なかなかスケールの大きな話じゃな。」

郷 :「この動きを予測しながら観測するの
が難しいのです。」

タ :「大したことなかろう。」

郷 :「やってみますか。」

8分 ・プロジェクター
・スクリーン
・PC
・スピーカー

1. 星が動く理由って？

「どうして星までの距離を測るのが大変なので
しょう。」

・アニメーションを進めながら、生徒の反応を見
て適宜解説などを行う。

「どこが違いますか？」

「私達のいる天の川銀河は非常にゆっくりと渦を
まいて動いています。それによりタレスのいた時
代から現代にかけてうしかい座の形が変わってし
まいました。」

2時間目
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20分 2. 星の観測実験の説明・実践

・実験の手順を実際に示しながら説明を行う。 郷 :「前回のワークと同じように、動く星
を4回にわたって測定します。」

郷 :「計測した角度をタブレットに入力す
ると、5回目の予測値が算出されます。」

郷 :「ストロー分度器をタブレットで計算
された予測角度にセットして、5 回目の星
が見えたら成功です！」

・ワークシート
・ストロー分度器
・セロハンテープ
・星
・メジャー
・生徒用 PC（タブ
　レット）
・星の動き予測シート

・誤差が無いかどうかに注意をさせ、精密に測っ
ているかどうかを確認し、適宜助言を行う。

7分 3.JASMINE プロジェクトの実際の計測～エ
ンジニアの仕事 

・アニメーションを進めながら、生徒の反応を見
て適宜解説などを行う。

タ :「うーむ…測定回数が増えると大変じゃ
のう…。」

郷:「お疲れ様です。でも、実際の測定はもっ
とに複雑です。」

郷 :「JASMINE ではたくさんのデータを取
得し、分析します。」

郷 :「今日は、この「分析」に関わってい
る私の仲間もご紹介します。」

【初鳥さんVTR】

タ :「ゴウダ 1 人で天体観測しているわけ
ではないのだな ?」

郷 :「そうです。たくさんの観測データを
分析するために、「エンジニア」という情
報処理の仕事をする人たちの協力が必要な
のです。エンジニア以外にも宇宙に関わる
仕事はこんなにたくさんあるのです！」

「どのくらい地図が出来ているか、ちょっ
とのぞいてみませんか？」

①作業説明
②ワークシートで作業
③答え合わせ

（ただし直接距離は測れません）星の動きを予測しよう！
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「それでは最後に、郷田先生からメッセージを頂
いているので、見てみましょう。」

【郷田先生から中学生へのビデオメッセー
ジ】

5分

10分 4.Mitaka の体験

・国立天文台が配布するアプリ「Mitaka」を紹介

する。

・銀河系や宇宙の形、ブラックホールの姿などを
見せる。

・生徒に実際に PC を使ってアプリを操作しても
らう。

5. まとめ

「この宇宙の地図を見たタレスはどのように思っ
たのでしょうか。」

タ :「なんだか今日は考えることがたくさ
んあってメマイがしてきたぞ…あ～れ～
…」

タ :「おや、見慣れた夜空……ゴウダの仕
事が成功しますように。」
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・生徒用 PC（タブ
　レット）
・Mitaka


