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星座早見か？ 星座早見盤か？
～小学校で使用されている全教科書等を調査しました～
鳴沢真也（兵庫県立大学西はりま天文台）、坂元 誠（子ノ星教育社）
1. ことはじめ

と言っていたはずなのに、なぜバツなのかと

「星座早見ですか？ 星座早見盤ですか？」

疑問に思われたというわけです（ちなみに B

ある日、筆者の一人鳴沢の研究室を訪ねて来

君の学校が所有しているものには、
「 星座早見

られた A さんが、このようにお聞きになりま

板」と書かれています）。

した。ずいぶん細かいことにこだわる人だな

そこで鳴沢はもう一人の著者、坂元に相談

と感じたのですが、話を聞いてみるとこれは

してみたところ、学習指導要領を見せました

受験にも関係してくるような放置できない問

[1]。そこには、
「星座を探すときに、星座早見

題であることがわかりました。

盤を用いることが考えられる。」との記述があ

実は、A さんの小学 4 年生の息子さん B 君

りました。ちゃんと「星座早見盤」と記載さ

が塾で行われたテストに星座早見盤の図が描

れているのです！ B 君は間違っていないの

かれていて「図の道具を何といいますか。名

です。ところが、指導要領には星座早見盤の

前を答えなさい」という問題が出されました。

図も描かれていて、そこには「星座早見」と

それに対して B 君は「星座早見ばん」と記載

書かれていました。つまり、指導要領的には

したところ、バツになったというのです。模

「盤」があっても、なくても、どちらでもい

範解答を見ると「星座早見」となっているの

いわけなのです。

で、採点者はバツにしたわけです（図 1）。

鳴沢は、このテストを作った業者に電話し
て上述のことを説明したところ、担当の方は
「啓林館の教科書を参考にしました」との回
答をされました。B 君が学校で学んでいるの
も啓林館の教科書ですが、そこには確かに「星
座早見」としか記載がありませんでした。
そこで筆者 2 人は、全国で使用されている
他の教科書では一体どうなのか？ 調査を試
みることにしました。

図1

上：B 君の答。下：問題を作成した会社

による解答。

2.星座早見盤か？

ご存じのように小学校では、4 学年で「月

2.1

星座早見か？

全教科書調査

と星」という単元があります（14 時間習いま

筆者らは、国内で使用されている小学 4 年

す）。B 君の学校の先生は「星座早見ばん」と

理科の教科書全てについて、
「星座早見盤」と

言っているので、B 君はてっきり「星座早見

記載されているのか、それとも「星座早見」

ばん」と思っていたのです。A さんも西はり

なのか調査を行いました。

ま天文台作成のものには「星座早見盤」と書

令和 3 年度の公立小学校で使用されている

かれているし、職員も確かに「星座早見ばん」

教科書の出版社は表 1 に掲載した 6 社です[2]
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（図 2）。このうち信州教育出版のものは、長

島、山口、徳島、高

野県の教諭が作成している教科書です（小学

知、佐賀、長崎、熊

校の理科の教科書のみ長年この出版社のもの

本、宮崎、沖縄

が使用されています）。

信州教育出版

長野

大日本図書

岩手、山形、群馬、
茨城、埼玉、千葉、
東京、神奈川、山
梨、静岡、愛知、京
都、大阪、山口、高
知、福岡、佐賀、長
崎、熊本、大分

東京書籍

北海道、岩手、宮
城、秋田、山形、福
島、群馬、埼玉、千
葉、東京、神奈川、
富山、石川、福井、

図2

令和 3 年度に公立小学校で使用されて

山梨、岐阜、静岡、

いる理科の全教科書。星座早見盤の図が掲

愛知、三重、滋賀、

載されているページ。

大阪、兵庫、奈良、
島根、岡山、広島、

表1

山口、徳島、香川、

平成 3 年度公立小学で使用されている

福岡、長崎、鹿児

理科教科書の出版社一覧
出版社

採択都道府県

学校図書

青森、東京、神奈
川、新潟、富山、島
根、山口、愛媛、大
分、沖縄

教育出版

北海道、青森、東
京、神奈川、新潟、
富山、島根、山口、
愛媛、大分、沖縄

啓林館

北海道、山形、福
島、栃木、埼玉、千
葉、東京、神奈川、
石川、岐阜、三重、
滋賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和歌
山、鳥取、岡山、広

島、沖縄
同 一都 道府県 でも 地区に より 採択教 科書 が異
なる場合があります。

さて、結論なのですが「星座早見盤」と記
載されている教科書は一つもありませんでし
た。啓林館は「星座早見」で、その他は全て
「星ざ早見」という表記でした。ちなみに、
「座」という漢字は 6 年生で習います（啓林
館の教科書では、例えば「さそり座」と表記
されていますが、他の教科書は「さそりざ」
と記載されています）。
全ての教科書には星座早見盤の写真または
イラストが掲載されています。学校図書に載
っているものだけは、そこに「星ざ早見」と
わざわざ「座」を平仮名に直していますが、
他の教科書では全て「星座早見」と書かれて
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館）[6]

う」）

Wikipedia [7]

星座早見盤（概要の

ところで、教育出版の教科書には、付録と
して星座早見盤の工作キットが付いています。
これと学校図書のもの以外の 4 社は、同じ製

後に「単に星座早見

品の写真を掲載しているという面白い事実も

ともいう」）

わかりました。

初等天文学（朝

星座早見

倉書店）[8]
2.2

教科書以外では？

筆者らは、さらに教科書以外ではどのよう

天文・宇宙の辞

な表記になっているか興味を持ち、さらに辞

典（恒星社）[9]

書なども調査しました。結果が表 2 です。

天文の辞典

星座早見

星座早見

（平凡社）[10]
表2

辞典等での星座早見盤の表記

辞典名
学術用語集 天

天文の辞書（朝

「星座早見盤」の表記

倉書店）[11]

星座早見

改訂増補版 天文

星座早見

学辞典（地人書

文学編[3]
広辞苑[4]

星座早見

大辞林[4]

星座早見

大辞泉[4][5]

星座早見

新辞林[4]

星座早見

百科事典マイペ

星座早見

店）[12]
天文小辞書（地

星座への招待
[14]

（平凡社）[6]

（恒星社厚生

第2版

岩波科学百科
[16]
星座早見（概要の後

語大辞典

に「星座早見盤とも

（小学館）[5]

いう」）

百科事典ブリタ

星座早見盤

星座早見（盤）

閣）[15]

（平凡社）[6]
精選版 日本国

星座早見

（河出書房）

現代天文学辞典

星座早見

星座早見

人書店）[13]

ディア

世界大百科事典

星座早見

星座早見盤

表を見てもらうとお分かりのように、全体
的に「星座早見」とするものが多いです。天
文系図書に馴染みのない多くの方が手にする

ニカ[6]

のは辞書や百科事典ですが、辞書は全てが「星
座早見」でした。日本国語大辞典では類義語

日本百科事典ニ

星座早見盤（冒頭で

ッポニカ（小学

「星座早見ともい

として「星座早見盤」をあげています。
一方、百科事典では『ブリタニカ』は「星
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座早見盤」としています。また『ニッポニカ』

題を耳にします。つまり「大三角」なのか？

も「星座早見盤」ですが冒頭で、また今や万

「大三角形」なのか？という問題です。やは

民が利用している『Wikipedia』も、本文中の

りテストで「大三角形」と書いたらバツにさ

「概要」の後で「星座早見ともいう」と記載

れたという話があります（例えば[17]）。

されていました。

そこで、これらについても調べたところ、

ところで、一般向け解説書『星座への招待』

見事に全教科書とも「大三角」であり、
「大三

には「星座早見盤のいろいろ」という写真付

角形」と記述しているものは 1 社もありませ

きのページがありますが、そこに「我が国で

んでした。

最初に発売されたもの」という星座早見盤が

ちなみに「大三角」という言葉は、一説で

紹介されています。そこには「星座早見」と

はかの野尻抱影さんが命名したものと言われ

書かれています。これが「盤」ではない表記

ており、ご存じのように学術用語ではありま

の原点になったのでしょう。

せん。なお学習指導要領には、
「 夏の大三角形」

さて、学術用語集では「星座早見」
（英語で

と書いてあるので、テストで「形」をつけて

は planisphere）と記載されていますので、

もバツにならないと思われます（なお指導要

「星座早見」は立派な学術用語ということに

領には「冬の大三角（形）」は書かれていませ

なるのでしょうか。だとすると、学習指導要

ん）。

領は「星座早見」で統一すべき、という人も
出てくるかもしれません。

ところで、興味深いことに、啓林館の教科
書で、そこには「冬のダイヤモンド」、「冬の

学術用語集は文部科学省と日本天文学会が

大六角形」という言葉が紹介されています。

著作者です。となれば、全国の教科書はこれ

ちなみに、
「月と星」の単元は夏と冬の星座

にならい、学校教育現場でもその通りに教え

のみ学習することになっています。小学生で

られることになります。しかしながら、ここ

は春と秋の星座は知らなくてもいいというこ

で調べたように「星座早見」が多数とは言え、

とでしょうか。このため、
「春の大三角」や「秋

「星座早見盤」とするものも散見されていま

の大四辺形」という言葉は、ほとんどの教科

す。
「星座早見」を学術用語として文科省が規

書には出てきませんが、大日本図書では「秋

定はしたが、社会通念上は「星座早見盤」で

の四辺形」、教育出版では「ペガススの四辺形」

あってもなんら問題はない、といったところ

という言葉がそれぞれ星図の中に書かれてい

でしょうか。

ます。また、大日本図書では「春の大三角」

学校教育現場の先生方はもちろん、私たち

に加えて「春の大曲線」も紹介があります。

社会教育現場に携わる者も、学術用語集に記
載のあるものこそが唯一の答えと縛られすぎ

3.2

北斗七星の表記は？

ところで、
「斗」という漢字は中学 2 年生で

ているのかもしれません。

習うので、小学校の教科書では「北斗七星」
3. 「大三角」と「北斗七星」の表記

はどのような記述になっているのでしょうか。
調査結果が表 3 です。学校図書では「北と七

3.1

「大三角」か？「大三角形」か？

調査をしているうちに筆者らはもう一つ気

星」の表記ですが、「『と』は『斗』と書き、
ひしゃくの意味です」との説明もありました。

になることが出てきました。夏と冬の「大三

北斗七星とカシオペヤ座を使って北極星を

角」です。これについては以前からも時々問

探す方法が載っているのは、学校図書、教育
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出版、啓林館、東京書籍のみで、残り二社に

た天文の教育普及に多大な貢献がなされる事

はこれがありません。ただし、大日本図書で

業も増えてきました。学校教育も含め、用語

は、夏の大三角を使った北極星の探し方の説

そのものの知識を問うことの意味について、

明があります。

今一度考えてみる必要があるのではないでし

なお、北極星の探し方については学習指導

ょうか。

要領にも記載がありませんし、そもそも北極
星という言葉すら見当たりません。

5. 結局 B 君の回答はどうなったか？
さて、最後に B 君の答案はどうなったのか

表3

各教科書での北斗七星の表記

教科書

北斗七星の記載

学校図書

北と七星

教育出版

ほくと七星

啓林館

北斗七星（ルビあり）

信州教育出版

（記載なし）

大日本図書

（記載なし）

東京書籍

ほくと七星

をご紹介します。鳴沢がテストを作成した会
社に電話をして、
「学習指導要領では『星座早
見盤』と書いてある。図には『星座早見』と
も書いてあるので、どちらでもいいのではな
いか」とお話ししたところ、
「そうですね。
『星
座早見ばん』でバツとするのは間違いです」、
との回答をいただきました。このことを A さ
んにお話しすると、A さんは塾の関係者に上
述の旨をお話しして、B 君のバツは取り消し
となりました。

4. まとめ
以上で筆者らの今回の調査は終わりますが、 謝辞
このような用語をどちらかに統一せよ、とい
本調査では大西清美さんと藤本朝子さんの
う趣旨で本稿を書いているわけではありませ

協力を得ました。感謝申し上げます。

ん。
強いて申しますと、器具の名前などは本質
的なものではありません。それをどうやって
活用して、実際の観察に役立てるかが大切な
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