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今年一年の注目したい天文現象 

1 月 星空を見るチャンス 1 日～14 日頃、30 日～31 日 

4 日 夕方頃、しぶんぎ座流星群が極大 (条件が良くない)、出現数は 10 個/時程度、4日、5日未明がお薦め 

9 日 金星と土星が大接近（13ｈ15ｍ頃に 0.1 度まで接近）。9日の未明に肉眼でも見える。（0.4 度） 

2 月 星空を見るチャンス 1 日～13 日頃、27 日～29 日 

3 月 星空を見るチャンス 1 日～14 日頃、28 日～31 日 

9 日 部分日食 全国で見られる。食のはじまり 9ｈ50ｍ、食の最大 10ｈ43ｍ、食の終了 11ｈ38ｍ 

14 日 ヒヤデス星団食 潜入 21ｈ08ｍ、出現 21ｈ30ｍ 

4 月 星空を見るチャンス 1 日～12 日頃、27 日～30 日 

5 月 星空を見るチャンス 1 日～12 日頃、26 日～31 日 

31 日 火星が大接近（7528 万 km、最大視直径 18.6 秒角） 

6 月 星空を見るチャンス 1 日～10 日頃、25 日～30 日 

7 月 星空を見るチャンス 1 日～9日頃、24 日～31 日 

8 月 星空を見るチャンス 1 日～7日頃、22 日～31 日 

12 日 22 時頃。ペルセウス座流星群が極大 (条件は良い）、13 日未明には 1時間に 50～70 個/時程度出現か？ 

12 日 夕方、月・火星・土星・アンタレスが集合 

28 日 朝 8時頃金星と木星が大接近（約 0.07 度）。夕方西の空で双眼鏡で観測できる。 

9 月 星空を見るチャンス 1 日～6日頃、21 日～30 日 

15 日 中秋の名月 

10 月 星空を見るチャンス 1 日～7日頃、20 日～31 日 

8 日 りゅう座流星群（ジャコビニ流星群）が極大（21 時頃）（条件は良い） 

13 日 十三夜（後の月） 

21 日 オリオン座流星群が見ごろ(条件は良い)、1時間に 5個くらいの出現、火球が多くなることが期待 

11 月 星空を見るチャンス 1 日～5日頃、18 日～30 日 

18 日 しし座流星群が見ごろ(条件は良い)、1時間に 5～10 個程度 

12 月 星空を見るチャンス 1 日～4日頃、18 日～31 日頃 

14 日 ふたご座流星群が見ごろ(条件は悪い)、極大予想 15 日 03 時頃、1時間に 60～80 個程度出現 

22 日 こぐま座流星群が見ごろ(条件は良い)、1時間に 2～3個くらいの出現 

 

  

 

平成２７年度 開催予定(変更がある場合もあります。ホームページなどで確認してください。) 

2016 年 ⑤１月２３日(土)  「2016 年の注目の天文現象について」 

⑥天文特別教室(第４回)２月１３日(土) 講師：戸田博之氏（岡山天体物理観測所職員） 

                             「3 月 9日の部分日食について」 

平成２８年度 開催予定(変更がある場合もあります。ホームページなどで確認してください。) 

2016 年 ①４月１６日（土）  ②６月１８日（土）気象教室  ③８月２０日（土） 

④１０月８日（土）  ⑤2017 年１月１６日（土）   ⑥２月２０日（土）特別教室 
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岡山市東区西大寺南１－２－３   TEL ０８６－９４４－８７１６ 

星空教室 担当 松下朋之(Mail：sai004◎okayama-park.or.jp) 

                              ◎は@に置き換えて下さい 

 

百花プラザ 星空教室 

ホームページアドレス 

http://www.okayama-park.or.jp/news/1392 


