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1 北海道 函館市立本通小学校 ※ 本間 希樹 12/13 天の川の世界へでかけよう 小学校 4、6年 140

2 北海道 函館市立深堀小学校 ※ 本間 希樹 12/13 天の川の世界へでかけよう 小学校 6年 47

3 北海道 標茶町立磯分内小学校 ※ 関井 隆 12/7 太陽と星と宇宙のお話 小学校 1～6年 30

4 茨城県 茨城県立古河中等教育学校 ※ 松本 晃治 12/11 月・小惑星探査 中学校 １、２年 240

5 茨城県 阿見町立阿見第二小学校 ※ 松田 有一 10/17 天文学の話 小学校 6年 32

6 栃木県 宇都宮市立姿川第一小学校 ※ 下条 圭美 11/2 見えない太陽 小学校 4、6年 340

7 埼玉県 さいたま市立本太中学校 ※ 竝木 則行 1/12
「はやぶさ2」が明らかにした小
惑星リュウグウの本当の姿

中学校 1～3年 694

8 埼玉県 埼玉県川越市立初雁中学校 ※ 小林 秀行 11/27 宇宙の大きさと銀河系 中学校 3年 167

9 千葉県 市原市立石塚小学校 ※ 田中 賢幸 12/3 宇宙に住む銀河たち 小学校 4～6年 171

10 千葉県 千葉県睦沢町立睦沢中学校 ※ 久保 真理子 11/30
銀河の形を見てみよう-ハッブル
への挑戦-

中学校 3年 52

11 千葉県 千葉県船橋市立三山中学校 亀谷 收 10/2 宇宙のひろがり 中学校 3年 100

12 千葉県 一宮町立一宮小学校 田中 賢幸 10/19 宇宙に住む銀河たち 小学校 4年 79

13 東京都 神津島立神津小学校 ※ 川邊 良平 11/22
宇宙・星・地球
－この不思議な世界－

小学校 4年 17

14 東京都 八丈町立大賀郷中学校 林 左絵子 11/12
八丈島と宇宙 玄武岩質の土壌と
黄道光、系外惑星、TMT

中学校 2、3年 37

15 東京都 八丈町立大賀郷小学校 林 左絵子 11/13
八丈島と宇宙 玄武岩質の土壌と
黄道光、系外惑星、TMT

小学校 4～6年 63

16 東京都 八丈町立富士中学校 林 左絵子 11/13
八丈島と宇宙 玄武岩質の土壌と
黄道光、系外惑星、TMT

中学校 3年 27

17 東京都 八丈町立三根小学校 林 左絵子 11/12
八丈島と宇宙 玄武岩質の土壌と
黄道光、系外惑星、TMT

小学校 4～6年 85

18 東京都 八丈町立三原中学校 ※ 林 左絵子 11/14
八丈島と宇宙 玄武岩質の土壌と
黄道光、系外惑星、TMT

中学校 2、3年 18

19 東京都 八丈町立三原小学校 林 左絵子 11/14
八丈島と宇宙 玄武岩質の土壌と
黄道光、系外惑星、TMT

小学校 3～6年 31

20 東京都 小笠原村立小笠原中学校 大石 雅寿 2/7 ふれあい天文学 中学校 3年 18

21 東京都 小笠原村立小笠原小学校 大石 雅寿 2/6 ふれあい天文学 小学校 4年 27

22 東京都 小笠原村立母島小中学校（小学校） 大石 雅寿 2/4 ふれあい天文学 小学校 3～6年 21

23 東京都 小笠原村立母島小中学校（中学校） 大石 雅寿 2/4 ふれあい天文学 中学校 1～3年 8

24 東京都 開智日本橋学園中学・高等学校 ※ 藤本眞克 10/13
宇宙研究の最前線
－宇宙の測り方と重力波－

中学校 1～3年 30

25 東京都 獨協中学・高等学校 臼田 知史 1/11 宇宙の謎を探る 中学校 2年 210

26 東京都 杉並区立高井戸第三小学校 ※ 萩野 正興 3/9 太陽という名の星 小学校 5年 69

27 東京都 立教女学院小学校 片岡 章雅 1/29 小学校 6年 72

28 東京都 豊島区立朋有小学校 ※ 赤堀 卓也 10/19 ふれあい天文学 小学校 4年 82

29 東京都 豊島区立池袋第三小学校 水本 好彦 12/18 天文学が明かす宇宙と生命 小学校 5年 61

30 東京都 武蔵野市立本宿小学校 ※ 梅本 智文 10/19 宇宙に生命はいるか？ 小学校 6年 58

31 東京都 東三鷹学園三鷹市立第一小学校 松田 有一 12/20 宇宙の話 小学校 6年 111

32 東京都 東三鷹学園三鷹市立第一小学校 伊王野 大介 2/20
～アルマ望遠鏡で観測する宇宙
～

小学校 4～6年
＋保護者
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33 東京都 三鷹市立井口小学校 ※ 家 正則 10/5 宇宙の時代が始まる 小学校 6年 129

34 東京都
学校法人武蔵野東学園
武蔵野東中学校

原 弘久 11/27 宇宙から見た太陽の姿 中学校 1～3年 26

35 東京都 東村山市立八坂小学校 ※ 矢野 太平 10/10 星までの距離 小学校 4年 160

36 東京都 八王子市散田小学校 下条 圭美 12/14 見えない太陽 小学校 6年 97

37 東京都 多摩市立和田中学校 ※ 亀谷 收 10/26 宇宙のひろがり 中学校 1～3年 380

38 神奈川県 カリタス女子中学校 ※ 今西 昌俊 2/26
星、銀河、ブラックホール、宇
宙、すばる望遠鏡、系外惑星、
ALMA

中学校 3年 192

39 神奈川県 川崎市立柿生中学校 ※ 野田 寛大 11/21
「星を楽しもう」
「はやぶさ２＠小惑星リュウグウ」

中学校 1年 159

40 神奈川県 大和市立草柳小学校 ※ 井口 聖 11/5 天文学者が解き明かす宇宙 小学校 5年 90

41 神奈川県 大和市立大野原小学校 小宮山 裕 10/31 天文学者が見る宇宙 小学校 6年 126

42 新潟県 新潟市立黒崎南小学校 秦 和弘 11/15
宇宙の不思議：地球・星・銀河・ブ
ラックホール

小学校 5、6年 58

43 新潟県 新潟県長岡市立三島中学校 ※ 長谷川 哲夫 11/21 中学校 1～3年 233

44 富山県 富山県 小矢部市立東部小学校 ※ 麻生 洋一 10/31 星の世界を旅してみよう 小学校 5、6年 38

45 石川県 小松市立犬丸小学校 ※ 大石 奈緒子 9/28 太陽と月の動きと形 小学校 6年 23

46 石川県 小松市立東陵小学校 ※ 南谷 哲宏 10/15 わたしたちの宇宙 小学校 6年 37

47 石川県 金沢市立兼六小学校 ※ 渡部 潤一 1/16 宇宙の中の地球 小学校 4年 67

48 石川県 金沢市立長坂台小学校 ※ 井口 聖 10/10 天文学者が解き明かす宇宙 小学校 4、6年 136

49 石川県 輪島市立東陽中学校 ※ 衣笠 健三 12/5
宇宙ってどんな世界？
〜最新の(電波)天文学研究から〜

中学校 1～3年 44

50 福井県 福井市宝永小学校 永井洋 10/23 ふれあい天文学 小学校 4年 48
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51 長野県 上田市立第六中学校 ※ 堀 安範 1/17
地球と月、そして太陽系の外の
世界

中学校 3年 153

52 長野県 須坂市立豊洲小学校 ※ 臼田 知史 12/4 宇宙の謎を探る 小学校 4、6年 42

53 長野県 大町市立八坂中学校 縣 秀彦 11/22 人はなぜ宙に惹かれるのか？ 中学校 3年 8

54 長野県 長野県安曇野市立豊科東小学校 ※ 縣 秀彦 11/22 豊科東小学校発 宇宙の旅 小学校 ４、６年 74

55 岐阜県 中津川市立苗木中学校 ※ 勝川 行雄 12/11 いちばん近い星 太陽の姿 中学校 3年 41

56 岐阜県 関市立武儀東小学校 縣 秀彦 11/16 天体を観察しよう！ 小学校 4年 13

57 静岡県 焼津市立小川小学校 山岡 均 10/11 天体の大きさと宇宙の広さ 小学校 6年 103

58 愛知県 豊田市立旭中学校 末松 芳法 11/28
夜空の星はみんな太陽、太陽と
地球の関係

中学校 1～3年 45

59 愛知県 南山中学校 女子部 末松 芳法 1/31 夜空の星はみんな太陽 中学校 2年 204

60 滋賀県 滋賀県蒲生郡日野町立桜谷小学校 ※ 青木 和光 10/9
宇宙を形づくるもの＋超大型望
遠鏡TMT

小学校 4、6年 22

61 京都府 京都市立朱雀第一小学校 平松 正顕 9/8 宇宙をさぐる 小学校 4、6年 20

62 京都府 京都橘中学校・高等学校 水本 好彦 11/16 太陽系外の惑星を探す 中学校 2年 67

63 大阪府 堺市立はるみ小学校 山岡 均 10/4 天体の大きさと宇宙の広さ 小学校 6年 160

64 大阪府 大阪明星学園 明星中学校 今西 昌俊 12/21
星、銀河、ブラックホール、宇
宙、すばる望遠鏡、系外惑星、
ALMA

中学校 3年 250

65 大阪府 大阪市立東粉浜小学校 三好 真 9/10 ブラックホールは怖くない 小学校 4、5年 83

66 大阪府 交野市立倉治小学校 杉本 正宏 11/16 宇宙と最新の望遠鏡 小学校 5、6年 200

67 大阪府 八尾市立八尾小学校 小宮山 裕 1/18 天文学者が見る宇宙 小学校 4～6年 22

68 奈良県 天理市立福住中学校 ※ 中西 康一郎 11/30 アルマ望遠鏡で見た宇宙 中学校 1～3年 21

69 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校 家 正則 11/28 宇宙の時代がやってくる 中学校 3年 180

70 広島県 広島県呉市立蒲刈小学校 ※ 平松 正顕 10/2 宇宙をさぐる 小学校 4、6年 3

71 広島県 広島県呉市立蒲刈中学校 ※ 平松 正顕 10/2 宇宙をさぐる 中学校 1～3年 12

72 香川県 まんのう町立満濃中学校 ※ 小久保英一郎 11/16 宇宙の中の地球 中学校 3年 137

73 熊本県 熊本学園大学付属中学校 川邊 良平 2/6
宇宙・星・地球
－この不思議な世界－

中学校 2年 67

74 大分県 大分市立碩田学園 竝木 則行 11/13
はやぶさ2がはじめて見たリュウ
グウの姿

小学校 5年 120

75 宮崎県 門川町立西門川小学校 ※ 辻本 拓司 12/11 みんなで宇宙を感じみよう 小学校 4～6年 12

76 鹿児島県 瀬戸内町立諸鈍小中学校（小学校） ※ 梅本 智文 1/25 宇宙の広さを知ろう 小学校 4、6年 15

77 鹿児島県 瀬戸内町立諸鈍小中学校（中学校） ※ 梅本 智文 1/25 宇宙に生命はいるか？ 中学校 1～3年 15

78 沖縄県 竹富町立波照間小中学校（小学校） ※ 廣田 朋也 10/26 石垣島での最新の天文学研究 小学校 1～6年 33

79 沖縄県 竹富町立波照間小中学校（中学校） ※ 廣田 朋也 10/26 石垣島での最新の天文学研究 中学校 1～3年 12

80
ミャン
マー

在ミャンマー日本国大使館付属
ヤンゴン日本人学校

※ 小林 秀行 2/8 宇宙の大きさと銀河系 小学校
小5、
6、中3

100

※は新規校


