
巻頭言 

 

 入会をご検討中の方はこの冊子を手に取ってくださりありがとうござ

います。入会済みの会員の皆さんと OB・OG各位は今年度もよろしくお

願いします（といっても年度が明けてからは大分経ちましたが）。 

 この小冊子『天斗夢誌（てんとむし）』は北大天文同好会で半定期的に

発行される会報のようなもので、本号は新入生歓迎に特化した新歓号で

す。この一冊をお読みいただければ会の方針と活動の概観を知ることが

できるようになっています。記事の執筆は執行部内で分担しており、会

を多面的に紹介することで活動紹介の体裁の中に実体や雰囲気を垣間見

てもらえるよう意識しました。 

 今年度は新型コロナウイルス感染症に関わる一連の不都合により校友

会活動を含む多くの行事が変則を強いられ、天文同好会の活動もその例

に漏れません。活動の根幹をなす天体観測では、密集・密接・密閉を伴

う車移動が欠かせず、それによって活動形態の大幅な変更を余儀なくさ

れています。読者の中には先行きの不透明さに不安と困惑を抱えている

方もいるかもしれません。会の執行部としても今後の活動の見通しが立

っているわけはありませんが、本号は発行時点での情勢を鑑みた最新の

情報にアップデートしてあります。それでも行き届かず不足している点

は、遠慮なく執行部や会員に問い合わせていただければと思います。 

 さて、この巻頭言のコーナーについて少しお話します。普段発行して

いる天斗夢誌では、毎度好き勝手に気ままなことを綴る場として拙文を

掲載しているのですが、本号は新歓号であるため猫をかぶって当たり障

りのないことを書きました。このような文章を書くのに不慣れなので、

お目汚しをしてしまったことをお詫びしますが、次号以降の巻頭言はも

っと粗末なものを掲載する予定なので、覚悟をよろしくお願いします。 

 

 



天文同好会の活動 

 

当会の活動の主軸はもちろん天体観測ですが、一口に観測と言っても

形態はいくつかあるので一つずつ紹介します。それぞれのイベントの詳

細については個別の記事を参照してもらうことにして、本記事では概観

を紹介します。なお、2020年 7月現在、オンラインで開催可能な例会と

「うちゅうのがっこう」以外の活動は全て見合わせている他、春合宿は

中止となりました。 

 

当会の活動の根幹をなしているのはゲリラ観測会（通称ゲリ観）で

す。星の輝きが月の明るさでかき消されないように新月の時期を狙っ

て、道内各所で一晩観測を行います。国内有数の暗さを誇る観測地で感

動的な観測体験ができるので、スケジュールがハードであるにもかかわ

らず、自然科学としての天文学に関心がある人から無心になって星空を

眺めたい人まで、幅広い会員が大勢参加しています。 

また、長期休暇を利用した合宿も行っています。ゴールデンウィーク

には新歓を兼ねた春合宿が（本年度はコロナ禍の影響で中止になりまし

た）、8月上中旬にはペルセウス座流星群を狙った夏合宿が行われるほ

か、初冬に一泊程度の小合宿が行われる年もあります。 

 

それから、当会では観測以外にも天文に関連する様々なイベントが催

されています。 

週に一度、火曜日の 5限後に開催される例会では、活動予定などの連

絡事項の共有やその時期の天文ニュースの紹介、天文知識を深める勉強

会などが行われます。例会の後には不定期でサークル会館の屋上にて観

望会が開かれることもあります。 

また、数ヶ月に一度程度の頻度で「地球科学サークル GROUND」と合

同の勉強会、「うちゅうのがっこう」というものも開催されています。扱

う内容は天文・宇宙分野ですが必ずしも自然科学ではなく、天文の文化



に関連した人文科学の回もあります。こちらは例会の勉強会よりも数段

ハイレベルな内容になることが多いですが、事前の知識がなくても参加

できるよう、プレゼンターが基本事項にまで立ち返りフォローしてくれ

ます。 

楡陵祭（北大祭）には当会も毎年出店しており、2年目の会員が主体と

なって、プラネタリウムを自作し上映・解説を行うのが慣例になってい

ます。投影機（恒星球と呼びます）やドーム、解説のシナリオまで全て

オリジナルのこの企画は、毎年大変盛況で多くのお客さんに来場いただ

いています。 

 

他にも、天文とは関係ありませんが親睦を深めるための活動として観

光や食事会、甘いものをたらふく食べる「スウィーティー」など多様な

イベントが企画され、会員は和気藹々楽しく過ごしています。 

 

以上が主たる活動内容です。上述のイベントは全て任意参加なので、

行きたいイベントに行きたいときだけ参加でき、学業やバイト、他のサ

ークルなどとの両立も可能です。また、当会は多様性の尊重を重視して

おり、天文に関する知識が全くなくただ星空を見るのが好きな人にも、

天文学や宇宙物理学に関心があり自然科学として天文を楽しみたい人に

も、誰にでも例外なく居場所を提供します。必要な条件は、天文に興味

があること、天文の愛好者同士で楽しみを共有したいと思うこと、ただ

それだけです。 

 

ここまで事務的な口調で淡々と行事を列挙してきましたが、実際に観

測に行くと天の川に心が漱がれる心地がするし、勉強会や「うちゅうの

がっこう」では自分の中での“未知”が“既知”へと変わることで他では得が

たい喜びを味わえるし、各種イベントを通して素晴らしい仲間と絆を深

めることができるし、とにかく当会で得られる経験は素晴らしいこと尽

くめです！天文に興味があるみなさん、ぜひ僕らと一緒に同じ星空を見

上げませんか？ 



各種観測会 

 

 北海道大学の天文同好会は観測に力を入れています。今まで星に興味が

無かった人、興味はあったけれども暗い場所になかなか行けなかった人は

北海道から見える星の美しさにきっと感動すると思います。この章では 1

年を通して多数行われる観測会について大まかではありますが紹介しま

す。皆さんも一緒に星を見に行きましょう！ 

ゲリラ観測会 

通称「ゲリ観」。口に出すとどことなく汚い響きですが、北大天文

同好会の要といってもよい観測会です。毎月 1，2 回ほど、月灯りの

影響がない新月の時期にレンタカーで道内各地に観測しに行きます。

詳細な天気予報が出てから観測会の募集をかけるので、ゲリラ観測会

と呼ばれています。冬場にはマイナス 20 度の環境で観測する時もあ

ります。  

 平日に開催する場合は授業終了後に出発して、次の日の授業に間に

合うように札幌へ帰ってきます。次の日に 1 限が入っていると不安

かもしれませんが、ドライバーでなければ移動中に睡眠がとれるので

大丈夫です。土日に行われる際は家の近くまで車で送り届けることが

できます。ご飯やトイレ等は 24 時間営業のコンビニにお世話になり

ます。  

 観測地では肉眼で星を見るだけでは無く、望遠鏡やカメラを使った

観測をします(詳しい機材に関しては観測機材のページをご覧くださ

い)。機材の使い方も最初から教えていくので過去の経験や知識は全

く必要ありません。臆せずゲリ観に参加してもらえればと思います。



合宿 

ゴールデンウィークと夏休みには合宿を行います。ゲリ観は移動

に数時間かかることもざらにありますが、合宿ではその場で観測で

きるので時間を気にせず一晩中星空を楽しむことが出来ます。車も

数台使うためゲリ観では使わない観測機材などを持って行くことも

あります。例年春合宿は 3 日間、夏合宿は 10 日間ほど開催しま

す。詳細は各合宿のページを参照してください。 

 

 

 

ゲリラ観測会で撮影された写真 



新入生歓迎イベント 

 

■星を見る会・食事会 

新入生歓迎イベントとして、星を見る会があります。新入生への説

明会の後に、晴れている場合にはサークル会館の屋上で星空を見る、

というものです。望遠鏡を使うため、いつも見ている時とは違う姿の

天体を見ることができます。天体についてあまり知らない方でも、会

員が説明しながら観測をするので安心してください。もちろん、ただ

星空を眺めたい方、星空よりも望遠鏡に興味がある方、天体について

会員と熱い議論を交わしたい方も大歓迎です。 

星を見る会では、星を見るだけではなく、会員にサークルの雰囲気

や詳しい活動、大学生活について聞くこともできます。また、同じよ

うに星を見に来た同級生の友達ができるかもしれません。1 人で参加す

るの少し怖いな、と思っている方も安心してください。私は 1 年生の

時にぼっち参戦しましたが、星を見て、先輩方やその場で知り合った

同級生とお話しして、楽しい思いをして帰還しました。 

ここで、星を見る会に参加しようと思った方に注意です。北海道は

10 月といえどもとても寒いので、しっかりと防寒をしてください。舐

めてかかると、寒すぎて星空どころではなくなります。コート、マフ

ラー、手袋は必須です。道外出身の方は、過剰と思えるくらいでもよ

いと思います。 

 

 

 



■新歓プラネ 

 新入生歓迎会の一環で、新歓プラネというものがあります。新歓

プラネとは、札幌市厚別区にある札幌市青少年科学館のプラネタリウ

ムを見に行くイベントです。私が１年生の時は、『銀河鉄道の夜』のプ

ラネタリウムでした。新入生歓迎会では会わなかった同級生と仲良く

なるチャンスでもあります。 

 

今年度は新型コロナウイルスの影響で新歓プラネを行えるかまだわか

りませんが、新歓プラネ以外でもプラネタリウムを見に行く行事を今後

計画することはできます。皆さんとプラネタリウムを見に行くことを楽

しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



春合宿 

 

 天文同好会は、ゴールデンウィークに２泊３日の春合宿を行います。

今年度は新型コロナウイルスの影響で春合宿は中止になりましたが、活

動の紹介をしたいと思います。 

 

＜春合宿ですること＞ 

 １日目は、まず車または公共交通機関で合宿地に向かいます。移動中

のワクワク感も醍醐味です。いろいろなお話をしましょう！合宿地に到

着したら、ご飯を食べたり、温泉に入ったりします。夕食はみんなで作

ります。そしてその後、望遠鏡を組み立て天体観測です！天体について

全然わからない方でも、先輩が開設してくれるので大丈夫です。もしも

合宿地の天気が悪かった場合、車で星が見えるところまで移動して観測

をすることもあります。観測の際は、防寒をしっかりとしてください。

私が１年生だったときにカイロを持ってこなかったことを後悔した記憶

があります。 

 観測の後はフリータイムです。持ってきたゲームをするでも良いし、

夜通しお喋りするでも良いし、もちろん寝ても良いです。好きなように

お過ごしください！ 

 ２日目には、観光に行きます。朝食は、前日のうちにコンビニで各々

が買っておきます。寝ていたい人は寝ていても大丈夫です。強制的に起

こすことはありません。北海道の観光を楽しみましょう。昼食は観光地

で食べます。観光から合宿地に戻った後は１日目と同じ流れになりま

す。 

 ３日目は札幌に帰る日です。この日はちゃんと起きてもらわないと困

るので、前日の夜更かしはほどほどに…… 

 

来年度の春合宿はきっと行えると思います。皆さん奮ってご参加くださ

い！ 



夏合宿に行こう！ 

 

夏合宿は毎年夏休み中に開催される、会の一大イベントです。今年度

は合宿に行くことはできませんでしたが、例年の合宿についてご紹介し

ます。 

開催時期 

 例年 8 月中旬のペルセウス座流星群が見られる時期に開催していま

す。１０日間ほど期間が設定され、その中で好きな日数参加できます。 

 

開催場所 

 毎年変わります。以前は天塩町と置戸町で交互に開催していました

が、施設が老朽化してしまっているため新たな合宿地を開拓中です。

2019 年は幕別町と置戸町の２か所の合宿地をまたぐという道内大移動行

程が組まれ、各所の観光地を満喫しました。 

 宿泊場所は主に廃校や廃校を利用したコミュニティセンターです。ネ

ットが通じたり通じなかったりするような場所なので空がとても暗く、

札幌とは段違いに星が見えます。 



移動手段 

基本的には青春１８きっぷを利用した普通列車の旅です。札幌から遠く

離れた場所で開催されるので、移動にはとんでもなく時間がかかります。

昨年の往路は約８時間、乗り換え４回。ひたすら雑談したりカードゲーム

をしたり本を読んだり寝たり車窓を眺めたり……。結局ずっと楽しい。な

かなか贅沢な時間の使い方です。 

活動内容 

昼は観光、夜は観測！が基本です。 

昼の観光ではなかなか行く機会のない北海道の観光地を巡ることがで

きます。昨年は花畑牧場や紋別の流氷科学館、知床、網走監獄などを観光

しました。海鮮やスイーツも食べられて北海道を満喫できます。 

夜の観測では天気が良ければ満天の星を見ることができます。なかなか

あんなにきれいな星空は見られません。ぼんやり眺めているだけでも感動

的です。マットに寝転がって天の川を眺めたり、望遠鏡で星雲や星団を見

たり、天体写真を撮ったり、それぞれ自由に観測することができます。 

 

 



 夏合宿では普段行くことのできない遠くの観測地で時間をたっぷり使

って過ごすことができます。私は昨年 10 泊 11 日という自分でも不安な長

さの日程で参加しましたが、毎日観光して温泉に入ってご飯を作ってみん

なで食べて観測して、短く感じるほど楽しい時間でした。興味を持ってく

れた方はぜひ入会して来年一緒に夏合宿に行きましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プラネタリウムに願いを映せ！ 

 

このページでは天文同好会の一大イベント、楡陵祭におけるプラネタ

リウム活動について簡単に解説いたします！ 

まず楡陵祭とは何ぞやと申しますと、我らが北海道大学において例年 6

月頃に行われる、北大祭のメインイベントのことです。北大祭は学部ご

との祭や楡陵祭等からなる催事の総称なのですね。ちなみに楡陵祭の楡

は北大を代表する木の一種であるニレの事です。楡です。決してナメク

ジの蝓ではありませんよ。 

 さて、話を戻しまして、祭といえば出店であります！その時々の流行

りを敏感に取り入れ、タピオカが流行ったりするあれですね。そしてそ

こで我らが天文同好会は何をするか(何をしてきたか)と言ったときに出て

くるのがこのプラネタリウム。毎年、1 から自作し、会員が運営するプラ

ネタリウムは、楡陵祭でもお馴染みといっても過言では無いでしょう(ホ

ントに)。 

 プラネタリウムは、楡陵祭の 3 日間、新入生の皆さんにとって最もな

じみ深い場所（になるはず！）の、高等教育推進機構(通称：教養棟)に設

置されます。数ある教室の一つを目張りして完全に暗くし、恒星球とド

ームを設置するのです(それぞれプロジェクターとスクリーンの役目を果

す物です)。ここで四季折々の星々を、外界の天候なぞ露知らずに満天に

映し出すという訳ですね。もちろんそれだけではありません。星座や天

体の解説から、会員の撮影した天体写真の紹介、皆で寄稿した小冊子の

販売などなど、様々な方法で来られた方を迎えるのです。 

 さて、そんなプラネタリウムは通例であれば 2 年目が中心となって進

められます。例年ではこの 6 月初めの 3 日間を万全のものとするため、



前年度の秋冬ごろから入念な準備を始めます。上述した恒星球やドーム

の準備や、発表・小冊子用の話題探しなど、その内容は様々です。その

年その年に初めて出てくる創意工夫もたくさんあります。例えば、今年

は一昨年に現 3 年目が作ったドームの再活用などが検討されています。

この意欲的な取り組みは先輩会員としても非常に面白い物です。新たに

入会する皆さんのアイディアも是非生かしてみてください！ 

  

とまあ色々まじめなことを書いてみましたが、せっかくなので経験した

一会員として偉そうなことを申し上げてみますと……「大変だったな

あ、でも楽しかった」、この一言に尽きます。 

プラ段を切り出すのも、原稿書くのも、発表練習するのも、会場の飾り

つけするのも、広告の為に仮装をするのも、買い出しに向かうのも、受

付をするのも、呼び込みをするのも、片づけをするのも、どれも大変で

した。単純につらい作業だったり、中々うまくいかなかったり、時には

ぶつかることもありました。そうして最後に形になった時、振り返ると

めちゃくちゃ楽しかった、幸せだったと思うのです。一緒に遅くまで残

って皆で作業して、情けない声をあげながらまとめ上げたりして。全部

全部いい思い出です。仲間のおかげで形にできました。なんかこう書く

とスポ根漫画のようですが、このときの経験でみんなのことが大好きに

なったんです。 

 

自分のこんな文章でプラネタリウムの魅力が伝わったか分かりません

が！とっても楽しかったと断言できます！ 

 

 

 



うちゅうのがっこう 

 

うちゅうのがっこうは、北大地球科学サークル GROUND という地学

系サークルと合同で開催している、天文・宇宙に関する自由参加の勉強

会です。SOU（School Of the Universe の略）と呼ばれています。 

知識と技術を共有し深めること、伝える能力を向上させることを目的

として掲げ、月に 1 回ほどの頻度で有志会員による発表が行われていま

す。発表内容は物理学、気象学、神話、歴史と様々です。発表者は自分

が語りたいテーマについてプレゼンを行い、参加者はそれを聞いて質問

をぶつける、という形式で普段の勉強会よりも深い内容まで掘り下げた

議論が展開されます。春休みには、「太陽系スペシャル」という特別企画

が開催され、様々な発表者が太陽系の惑星についてプレゼンを行いまし

た。課外活動自粛中もオンライン SOU を開催し、普段は聞けない道外の

OB による発表が行われました。 

なんだか難しそうだと思うかもしれませんが、基本的な内容からきち

んと解説してもらえるので予備知識はなくても大丈夫です。この記事を

書いている自分（SOU 運営担当）も、理系知識はおろか文系知識さえな

い文系です。それでも楽しく参加しています。知らないことを知り、理

解できない概念について先輩を捕まえつつ頭を悩ますのは楽しいことで

す。 

新歓としての SOU も企画していますので、興味を持たれた方はぜひ気

軽に参加してみてください。好きなテーマで語りたい人、見聞を広めた

い人、宇宙に少しでも興味があれば誰でも大歓迎です。うちゅうのがっ

こうでお待ちしています。 

 



 

「太陽系スペシャル」のようす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



その他のイベント 

 

銀河の森合宿 

 11 月頃に道東の陸別町にある銀河の森天文台に 1 泊 2 日の合宿に行

きます。ここは、「りくり」という非常に大きな 115 cm 反射望遠鏡が目

玉で、普段の観測では見られない光景を目にすることが出来ます。巨大

な望遠鏡が目的の天体めがけてぐるりと回転する様はまさに圧巻！ 

 この天文台は科学館も兼ねていて、宇宙に関する様々な展示を見るこ

とも出来ます。また、閉館後には駐車場をお借りして、会の望遠鏡を展

開して観測を行います。天文台を建てるだけあって、とても暗くて良好

な条件下での観測が可能です。宿泊地となる近くのコテージは普段の合

宿とは比べものにならないくらい快適で、至れり尽くせりな合宿です。 

 実はこのイベント、始まってからまだ日が浅いです。一昨年にモニタ

ーとして行かせていただき、素晴らしい経験ができたのでこれからも行

きたいね、と思って恒例化させようとしています。今年も開催されるの

であれば是非とも参加してみてください。「星空の街」と称される陸別

町の空があなたを待っています！ 

 

流星群観測会 

 流星群の極大日付近に開催される観測会です。やることはゲリラ観測

会とほとんど変わらず、授業後に出発して翌日の朝までに帰ってきま

す。特に、12 月中頃のふたご座流星群の観測は毎年の目玉として観測

に行っています（空の機嫌次第ではありますが……）。いつもと少し違

う賑やかな星空が見られることでしょう。 



各種観光 

 休日の昼間に日帰りで観光に出かけたりもします。あまり遠出は出来

ませんが、北海道歴の長い先輩たちが隠れた名所を教えてくれるかもし

れません。夏合宿のような大規模な合宿では道東や道北の観光地を巡る

ので、札幌近郊の観光は意外と新鮮かも……？ 

 

スウィーティー 

 甘党の有志によって不定期に開催される、甘いもの好きの甘いもの好

きによる甘いもの好きのための甘味食べ食べイベントです。毎度かなり

の人数が集まって、スイーツバイキングに行ったり特大ジャンボパフェ

と戦ったりします。こういったお店に行きたいけど入りづらいなあと思

っているそこの甘党男子！筆者も同じです！是非いっしょに行きましょ

う！めくるめくスイーツの世界へ―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安全なサークル活動のために 

 

サークル活動には数多の危険が伴います。実際には常にあらゆる可能

性に気を配り、想定外の事件・事故に備える必要がありますが、ここで

は特に顕在的で主要な危険について共有し、その対策に言及します。 

 

 会の活動は車での移動を伴うことが多く、そのため交通事故の危険と

は常に隣り合わせです。それ故当会では、助手席に免許所持者を常駐さ

せ動物の飛び出しなどの危険に二人で目を光らせるようにしたり、ドラ

イバーの睡眠時間に規則を設けたりと、独自のマニュアルを作成・遵守

することにより対策を行っています。 

 

 また、観測中はヒグマに遭遇しないよう車外での飲食を固く禁じてお

り、クマ対策スプレーを携行したりヒグマの習性を事前に学習しておい

たりといった対策を行っています。その他、キツネとの接触はエキノコ

ックス症に感染するリスクがあるため避けるようにし、冬期は凍傷やし

もやけにならないよう適切な防寒措置を講じています。 

 

 その他、会員間の親睦を深めるために開催される交流会では、飲酒事

故が発生しないよう、いくつかのルールを設けています。未成年者が飲

酒をしないよう執行部や幹事が年齢の管理を徹底する、一気飲みや強要

などを行わないといった法遵守の徹底のほか、合宿では飲酒行為を原則

禁じるなど、念には念を入れた対策を行っています。 

 

 また、昨今の情勢を踏まえ、あらゆる形態の活動において新型コロナ

ウイルス感染症に対する感染拡大防止措置にも配慮をしています。 

 

 様々な危険と向き合いながら、安全に楽しくサークル活動を行いまし

ょう！ 



主な天文現象（10月～12月） 

10月 

日 曜日 現象

1 木 中秋の名月

2 金 満月○

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木 りゅう座流星群が極大

9 金

10 土 おうし座南流星群が極大

11 日

12 月

13 火

14 水 くじら座ミラの極大予想日

15 木

16 金

17 土 新月●

18 日

19 月

20 火

21 水 オリオン座流星群が極大

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土 満月○



11月 

 

 

日 曜日 現象

1 日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

11 水

12 木 おうし座北流星群が極大

13 金

14 土

15 日 新月●

16 月

17 火 しし座流星群が極大

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月 満月○　半影月食



12月 

 

AstroArts、国立天文台のホームページを参照 

日 曜日 現象

1 火

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月 ふたご座流星群極大

15 火 新月●　皆既日食（日本では見られない）

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日

21 月 冬至

22 火 こぐま座流星群極大

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水 満月○

31 木



知っておきたい天文用語 

 

 当会で活動するのにあたって、知識は決して必須のものではありません。

しかし、知識が天文への興味を更に深め、一歩先の楽しみを提供してくれ

ることも事実です。ここでは、当会の活動で観測することが多い天体に関

連した一通りの基礎知識と用語を、読み物のような形で紹介します。 

 

 殆どの読者は地球が太陽の周りを回っていることをご存知だと思いま

すが、太陽のように自らエネルギーを放出して輝いている星を恒星といい、

恒星の周りを回る地球のような天体を惑星といいます。恒星は、自分の重

力で縮もうとする力を核融合のエネルギーで支えている天体で、地球にお

天道様の光がさして温かく感じることができるのは、この核融合のエネル

ギーのおかげです。 

 

恒星と、恒星の周りを回る惑星などの天体を一つのシステムとして捉え、

系と呼ぶことがあります。太陽と、その周りを回る天体をあわせて「太陽

系」と呼称することは皆様もよくご存知でしょう。太陽系の惑星には、水

星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星があります。これら

のうちゴシック体で書いた天体は、肉眼でも認めることができるほか当会

の望遠鏡を用いた観測でも容易に見ることができます。惑星は、主星（太

陽系の場合は太陽）からの光を反射して輝いて見えますが、それ自体が光

っているわけではありません。 

 

恒星は太陽の他にも数多あり、夜空を見上げて目に映る大半の星々はそ

れ自体が自ら輝いている恒星です。恒星はとても遠い場所にあるので、望

遠鏡で拡大しても無限に小さな点にしか見えず、形や模様などを見ること

はできませんが、恒星の並びは星座として広く親しまれ、夜空を賑わせて

います。望遠鏡を持たずとも、観測に赴けば私達を見下ろす満点の星空を

楽しむことができます。 



宇宙には、恒星や惑星の他にも様々な天体があります。恒星が集まった

星団という天体もあり、密集した星々の姿は望遠鏡で覗くととても特徴的

です。また、恒星と恒星の間にはガスや塵からなる星間物質が豊富に存在

し、それらのうち濃い部分は星雲などと呼ばれて地球から見ることができ

ます。また、星間物質や恒星はたくさん集まって銀河という構造をなしま

す。我々の住む太陽系は天の川銀河という銀河の中に存在し、中から見上

げた姿は天の川として知られていますが、天の川銀河の外にも銀河はたく

さん存在し、望遠鏡で見ることができます。 

 

当会の活動では、恒星や惑星、星雲・星団に銀河など、大きさや距離の

異なる様々な天体を見ることができ、また写真に収めることも可能です。

また、惑星の周りを回る衛星（最もよく知られているのは地球の衛星であ

る月でしょう）も、当会の活動で観測する主要な対象の一つです。 

 

勉強会では、今まで述べたような会の観測で見ることのできる天体につ

いて学んだり、一方では簡単に観測することのできない天体について学ん

だりします。ここまでで述べた天体の他にも、彗星、小惑星、白色矮星、

中性子星、ブラックホールなどなど、大小様々な天体について学び、ある

いは流星や超新星爆発といった幅広いスケールの天文現象について学ぶ

ことで、見える範囲の宇宙がより奥深く、興味深く思えるようになってく

れればいいなと思います。 

 

 

 

 



観測機材 

 

 天文同好会の活動を支える観測機材について紹介します。専門用語

が出てきて混乱するかもしれませんが、実物を触っていくと徐々にこ

こに書いてある事が分かってくるかと思います。星をみる会やゲリ観

(各種観測会のページを参照)でいつでも質問は受け付けているので、

疑問があれば声をかけてください。 

 

望遠鏡 

CAPRI-102ED 

「カプリ」という愛称で呼ばれています。口径 10.2cm の屈折式望遠鏡

でありとあらゆる観測で使用します。北大天文同好会の主力といって

も過言ではないでしょう。 

 

 



FC-76 

「フローライト」という愛称で呼ばれています。口径 7.6cm の屈折式

望遠鏡で重量が軽いことが特徴です。気軽に観測したいときに使いま

す。 

R200SS 

口径 20cm のニュートン式望遠鏡です。非常に明るい像を見ることが

できます。ゲリ観の時にも多用していてカプリに次ぐ天文同好会の主

力機となっています。 



Meade LX200-20 F6.3 

「ミード」という愛称で呼ばれています。口径 20cm のシュミットカ

セグレン式望遠鏡です。組み立てが少し面倒なので合宿でよく使われ

ます。 

 

VMC200L 

今年の 1 月に入手した口径 20cm のカタディオプトリック式望遠鏡で

す。 

Vixen ホームページより

引用 



SkyExplorer SE 300D 

「ドブソニアン」という愛称で呼ばれてい

ます。口径 30cm の反射式望遠鏡で、天文

同好会が持っている中で最大の大きさで

す。ゲリ観や合宿で大活躍します。新歓中

の星を見る会でも屋上に設置してあるので

ドブソニアンが映し出す美しい像を体験し

てみてください。 

 

 

 

その他 

双眼鏡 

淡くて大きい天体を見るときに使用します。手ぶれ補正付きの物も 2

台あり観測に重宝します。 

 

一眼レフカメラ 

会では 3 台のカメラを所有しています。そのうち 2 台は OB の方から

譲り受けた物で天体写真用に改造もされています。天体写真が撮りた

いけどカメラがないという人も会のカメラを使って写真を撮ることが

出来ます。カメラの使い方も先輩が一から丁寧に教えてくれるので積極

的に触ってみてください。 

 

 



天体写真 

 

ここでは天体写真について簡単に説明します。 

 

撮り方 

カメラさえあれば星は撮ることができます。ただ星は非常に淡いた

め、感度を高くしたりセンサーに長時間光を当てたりする必要がありま

す。そのため天体写真を撮るためには一眼レフやミラーレス一眼などの

シャッタースピードや感度などを自由に設定できるカメラが主に使われ

ています。コンパクトデジカメやス

マートフォンでも星が写せるものが

あります。 

カメラの他にも三脚やリモートス

イッチ、レンズヒーターがあると便

利です。また赤道儀や望遠鏡なども

あるとさらに撮影の幅が広がりま

す。三脚やリモートスイッチはカメ

ラのブレを防ぎ、長時間露光の撮影

を可能にします。レンズヒーターは

レンズに露や霜が付着するのを防ぎ

ます。赤道儀は日周運動に合わせて

星を追尾するもので追尾撮影には必

須のアイテムです。 

 

 

固定撮影の時のカメラ 



固定撮影 

固定撮影は三脚などでカメラ

を固定する撮影方法です。固定

撮影では、景色と星空をいっし

ょに写した星景写真や星空のみ

を写した星野写真を撮ることが

できます。この撮影方法では高

感度・短時間露出で撮影すると

星が流れずに点となって写り、

露出時間を長くすると星が日周

運動によって動いて線となって写ります。この方法はカメラと三脚さえ

あれば撮影できるので一番手軽です。 

 

追尾撮影 

追尾撮影は赤道儀を使って日周運動を追尾する撮影方法です。この方

法では長時間露出での撮影でも星が流れないので、肉眼では見えない淡

い天体まで写真に写すことができます。この撮影方法では日周運動に合

わせてカメラが動くのでどちらかというと星景写真には不向きで、星野

写真に向いた撮影方法です。 

 

望遠鏡を使った撮影～コリメート撮影～ 

望遠鏡を利用した撮影方法は 2 種類の

撮影方法があります。まずコリメート撮

影です。コリメート撮影は望遠鏡のアイ

ピース（接眼レンズ）をそのままカメラ

で覗いて撮影する方法です。この方法で

は月や惑星などの明るい天体であれば、

シャッターを 100 分開けた北の空 

コリメートで撮った月 



皆さんがもっているスマートフォンでも写すことができます。望遠鏡で

天体を観るついでにできるので、新歓説明会の後の星を見る会に参加す

る方は一度やってみてはどうでしょうか。 

 

望遠鏡を使った撮影～直焦点撮影～ 

直焦点撮影は望遠鏡に直接カメラを接続して撮影する方法です。望遠

鏡をカメラレンズの代わりに使います。この方法にはレンズ交換式カメ

ラが必要で、さらに様々な機材の知識も必要となってきますが、肉眼で

は見づらい天体の美しい姿を写せるので挑戦の価値ありです。 

 

 

このように様々な機材を使うこともある天体写真ですが、ほとんどの

機材は会でも所持しているので会員であれば誰でも始められます、そし

て詳しい撮り方や機材の扱い方などは周りの先輩に教えてもらえるので

詳しくなくても大丈夫です。皆さんもぜひこの天文同好会に入って天体

写真に挑戦してみてください。 

 

おまけ 

iPhone11 のナイトモードで撮影した夜空 



アイテムリスト 

 

観測や合宿に必要なもの、あったら便利なものをご紹介します。 

 

防寒着 

北海道の夜は夏でも冷えます。防寒はしっかりとしてください。マフラ

ーや帽子、手袋も着用した方が良いです。自分の想定よりも寒い、とな

ると思います。冬の観測は信じられないくらい寒いです。望遠鏡は冷え

て触るだけでも痛いし、立っていても座っていても足先は寒いを超えて

痛くなるし、とりあえず体の末端は悉く痛くなります。痛くてしょうが

ない。寒すぎてカイロは発熱しません。着込んでください。 

 

寝袋(シュラフ) 

合宿には必須のアイテムです。合宿ではコテージや廃校の体育館で雑魚

寝をします。寝袋は会でもいくつか保有していますが、自分の分を買う

ことをおすすめします。少し値は張りますが、寒冷地用の寝袋を買うと

よいと思います。私は何も考えずに薄い寝袋を買った結果、春合宿で寒

くて眠れないという経験をしました。 

 

銀マット 

寝るときに寝袋の下に敷きます。コテージや廃校の体育館の床は堅く、

寝袋だけでは体が痛くなってしまいますが、銀マットを敷くとかなり快

適になります。観測でも、寝転がって星空を見たいときに使えます。こ

ちらも会でいくつか保有していますが、自分の分を買うことをおすすめ

します。銀マットではなく、エアーマットでも良いと思います。 

 

ライト 

観測では星空を見るために明かりのないところに行きます。合宿の場

合、建物の明かりはすべて消します。そのため、望遠鏡の組み立てやカ



メラの設置などの作業のためのライトが必要です。白い光では明順応で

星が見にくくなってしまうため、明順応の影響が軽減される赤ライトが

おすすめです。観測用の赤ライトも売っていますし、スマホのアプリで

もあります。白いライトに赤のフィルターをかけるという方法もありま

す。 

 

一眼レフカメラ 

星空を撮影したい方には必須のアイテムです。スマホのカメラも発達は

していますが、きれいに撮るなら一眼レフです。会でも所有しているカ

メラがあるので、使いたい方は先輩に声をかけてください。 

 

星座早見表 

星座の位置を教えてくれるアイテムです。星座にあまり詳しくない方で

も、これがあればより楽しい観測ができると思います。無料のスマホア

プリがあるので、観測前にダウンロードしておくと良いかも。 

 

温泉セット 

合宿ではみんなで温泉に行きます。タオルや着替えは忘れずに持って行

きましょう。リンスインシャンプーの場合が多いので、気になる人はシ

ャンプー・リンスを持参したほうが良いと思います。 

 

暇つぶし道具 

合宿中、天気に恵まれず星が見えなかった場合、暇と虚無との戦いにな

ります。合宿地によっては電波が入らず、スマホすら使えなくなってし

まいます。本やゲームがあると良いでしょう。みんなでカードゲームを

するのも楽しいですよ。 

 

 

 


