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「君もガリレオ」プロジェクト

縣 秀彦（国立天文台）ほか
「君もガリレオ」

プロジェクトメンバー

「君もガリレオ」プロジェクトとは？

1) 10ドル程度の望遠鏡を世界中に提供

2) 観測キャンペーンを

Web（日本語・英語）で展開

3) 国内外で、 指導者向

けの観測イベント等

を実施
「君もガリレオ」プロジェクトの

ロゴマーク

Webでこのロゴをクリックしてください
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世界天文年2009日本委員会は、「君もガリレオ」望遠鏡
“You are Galileo！” Telescopeをアジアを中心に世界中
の子どもたちへの配布を計画。

「君もガリレオ」望遠鏡 を用いて行う観測キャンペーン
をWeb上で展開し、400年前にガリレオが体験した驚き
と発見を世界中の子どもたちに追体験してもらう。こ
のことは、子どもたちが宇宙・地球そして自分自身を
考える契機になる。

世界天文年2009日本委員会の「君もガリレオ」プロジェ
ク ト は IYA global cornerstone projects の 一 つ
The Galileoscope の関連プロジェクト。

安価で組み立て簡単な

「君もガリレオ」望遠鏡
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「君もガリレオ」 望遠鏡

① 4cm telescope  with Hoshi-no-Techou Inc.
X15 type  is   ¥1,580/piece
Bulk purchase in a 30-piece unit  ¥1,050 about 10$

② 4cm telescope with ORBYS Inc.
X35 type  
Bulk purchase in a 20-piece unit  ¥1,890 about 20$

IYA2009日本委員会企画委員会は、「君もガリレオ」
望遠鏡として、日本国内で実績のある2社の4cm手作り
望遠鏡を選定した。両社の厚意により、IYA2009仕様
に関しては、special discount price にて国内外に頒布。

１０＄望遠鏡（15倍）
２０＄望遠鏡(35倍）

（三脚付きで３０＄）
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新聞報道後、IYA事務局は

パンク状態に！

2009年1月 パリ・ユネスコ本部で開会式典
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IYA2009 Opening seremony@UNESCO, Paris

Prof. Robert Williams wanted to get “You are Galileo!” telescope@UNESCO
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ガリレオの驚きを追
体験できる豊富な

観察シート



7



8

観察シート （日本語版、英語版、ブランク版）

月（15倍用）、月（35倍用）、

木星の衛星の動き、 金星の満ち欠け、

土星の環、 天の川の理解、

M42、M４５、M３１、 火星の動き など、

現在12種類をWEBに用意

スケッチ用と事後学習用で1セット
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観測キャンペーンの実施 in 2009

1月・2月：金星

4月・5月：月

8月 ：天の川

9月 ：木星

１０月 ：「ガリレオの夕べ」 木星観測キャンペーン

１１月 ：アンドロメダ銀河（M３１）

１２月 ：オリオン大星雲（M４２）とすばる（M４５）

活動の実際（国内）



10

国立天文台三鷹にて
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杉並区立科学館にて

宙博にて
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宇宙少年団＠国立天文台三鷹

科学技術館友の会＠国立天文台三鷹
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活動の実際（国外）
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ナイジェリアの
みなさんへ講習

ウズベキスタンにて 吉田二美さん
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モンゴルにも関口和寛さんと唐崎健嗣さんが遠征

カンボジアにて
小幡真希さん

エジプトにて 花岡さん親子
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マラウイとマリへも
（チャイルド・アフリカの
ご協力にて 長島美紀さん）

＠インドネシア

＠カルフォルニア
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＠ペルー

＠エクアドル

ペ
ル
ー
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
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＠インドネシア

＠インドネシア
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＠インドネシア
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＠南アフリカ

観察結果の例
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まとめ
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望遠鏡の配布数： 約 １３，０００個
国内 約 １０，０００個
海外 約 ３，０００個
（寄付：約６００個、注文：約２４００個）

（ The Galileoscope は 約１８万個制作・配布）

海外での望遠鏡講習： モンゴル、カンボジア、エジプト、
ウズベキスタン、ブラジル、ペルーなど

海外への望遠鏡の無料提供：４１カ国
主にインドネシア、モンゴル、ウズベキスタン、ペルー、

ケニア、南アフリカ、ガーナ、アラブ首長国連邦など

国内の登録イベント数： １９０イベント

提出観察シート数： １，７８３枚

参加証の送付数： ３，３７５枚

（海外からの観察シートの提出は僅か）
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問題点１：募金がほとんど集まらなかった

（当初目標は国内５万個、海外５万個の配布を計画）

募金全額 ８００万円 うち君ガリで ２５０万円使用

問題点２：スタッフの不足

特に、事務担当、WEB担当がめまぐるしく代わってし

まい、不在時期も多かった

IYA2009公認イベント件数： 2741件
（11月4日申請分まで）

オープニングイベント 52件
世界中で宇宙を観ようよ100時間 107件
全国一斉七夕講演 99件
日食観察会 414件
スター・ウィーク 454件
伝統的七夕関連 17件
ガリレオの夕べ 83件
写真展「地球から宇宙へ」 26件

大川他（2009）
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大川他（2009）

良かった点１：
国際貢献が僅かながら出来たかも？
アジアやアフリカの天文教育関係者と知り合え
た

良かった点２：
全国から期待以上の反応・反響があった
来年以降も継続して実施したいという学校や団
体も多い
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縣 秀彦 国立天文台
石川直美 国立天文台
遠藤勇夫 国立天文台
苅谷麻子 ICU  
ジェイムス・ダカティ
関口和寛 国立天文台
高田裕行 国立天文台
平井 明 国立天文台
吉田二美 国立天文台
安藤享平 郡山市ふれあい科学館
伊東昌市 国立天文台
井上 毅 明石市天文博物館
岸本 浩 兵庫県立須磨東高校
小池明夫 国立天文台
徂徠裕子 札幌市青少年科学館
西尾咲子 お茶の水女子大素粒子論研究室
花山秀和 国立天文台石垣島天文台
平野郁子 世界天文年2009日本事務局

「君もガリレオ」プロジェクトは2010年以降も継続予定

http://www-irc.mtk.nao.ac.jp/~webadm/Galileo/index.php


