
2021年度実施校一覧（国内）

受付

番号
都道府県 学校名

新

規
講師名 実施日 授業タイトル 種別

学校

区分
学年 人数

1 秋田県 秋田大学教育文化学部附属中学校 ※ 林 左絵子 11/19
秋田と月と火星

(1)自然 (2)技術／工業／（人、人材養成、進路）
Zoom 中学校 中3 146

2 埼玉県 三郷市立前間小学校 ※ 大石 雅寿 11/4 宇宙に親しもう 訪問 小学校 小3～6 125

3 埼玉県 埼玉県加須市立豊野小学校 阪本 成一 2/8 宇宙のなぞにいどむ 訪問 小学校 小4～6 56

4 千葉県 NPO法人こころね地球学校 ※ 岩田 生 11/4 宇宙の話 訪問 小中学校 小3～中1 10

5 東京都 足立区立千寿本町小学校 ※ 田中 賢幸 10/12 宇宙を彩る銀河たち 訪問 小学校 小4～6 196

6 東京都 足立区立中川北小学校 ※ 嘉数 悠子 1/22 星空がつなぐ日本とハワイ Zoom 小学校 小6 88

7 東京都 江戸川区立平井南小学校 ※ 小林 秀行 1/28 宇宙（うちゅう）の大きさと銀河系（ぎんがけい） 訪問 小学校 小3、4 100

8 東京都 江戸川区立上小岩第二小学校 ※ 梅本 智文 11/4

４年生「月について学ぼう！」

５年生「ブラックホールってなに？」

６年生「宇宙に生命はいるか？」

訪問 小学校 小4～6 182

9 東京都 品川区立第四日野小学校 ※ 田中 賢幸 10/26 宇宙を彩る銀河たち 訪問 小学校 小6 50

10 東京都 文教大学付属中学校・高等学校 ※ 伊集 朝哉 10/7 ふれあい天文学～天文学基礎・天体観測・太陽～ Zoom 中学校 中2,3他 9

11 東京都 東京都大田区立都南小学校 ※ 三好 真 10/28 はやぶさ2と宇宙の仕事 訪問 小学校 小5、6 62

12 東京都 渋谷区立鉢山中学校 ※ 縣 秀彦 2/19 鉢山中学校発 138億光年宇宙の旅 Teams 中学校 中1～3 100

13 東京都 渋谷区立笹塚中学校 ※ 亀谷 收 11/5 宇宙のひろがり Teams 中学校 中2 59

14 東京都 東京都世田谷区立池之上小学校 ※ 亀谷 收 10/11 宇宙のひろがり Zoom 小学校 小4、6 102

15 東京都 世田谷区立千歳小学校 ※ 井口 聖 12/15 どこまでわかったの？ 宇宙と生命の起源 訪問 小学校 小4 152

16 東京都 国本小学校 ※ 青木 和光 12/2 私たちと宇宙を形づくるもの Zoom 小学校 小6 51

17 東京都 光塩女子学院中等科 泉 拓磨 2/12 太古の宇宙に吹き荒れる超巨大ブラックホールの嵐 Zoom 中学校 中2 26

18 東京都 立教女学院小学校 関井 隆 1/21 太陽と星と宇宙の話 Zoom 小学校 小6 73

19 東京都 豊島区立駒込中学校 赤堀 卓也 12/13 ふれあい天文学 訪問 中学校 中2,3 120

20 東京都 東京都板橋区立紅梅小学校 ※ 伊集 朝哉 12/13 ふれあい天文学 ~宇宙と太陽のおなはし~ 訪問 小学校 小6 124

21 東京都 板橋区立下赤塚小学校 ※ 伊集 朝哉 1/19 Google meet 小学校 小5 中止

22 東京都 練馬区立春日小学校 泉 拓磨 10/26 2021年宇宙の旅 訪問 小学校 小6 45

23 東京都 三鷹市立第五小学校 山岡 均 11/25 天体の大きさと宇宙の広さ 訪問 小学校 小4 90

24 東京都 東京都立三鷹中等教育学校 町田 真美 11/18 宇宙の中のブラックホール 訪問 中学校 中3 160

25 東京都 三鷹市立東台小学校 ※ 古澤 順子 11/11
地球から一番近い天体から一番遠い天体までのお話・

月の動きや満ち欠けのお話から最遠方銀河まで
訪問 小学校

小4,支援

学級
83

26 東京都 東京都三鷹市立第四中学校 ※ 堀 安範 11/19 太陽系の外の世界 ～宇宙の生命を探して～ 訪問 中学校 中3 120

27 東京都 三鷹市立第二中学校 ※ 大場 崇義 11/29 太陽観測衛星「ひので」が見た星の世界 訪問 中学校 中３ 190

28 東京都 三鷹市立第七中学校 ※ 縣 秀彦 12/1 三鷹市立第七中学校発138億光年宇宙の旅 訪問 中学校 中3 80

29 東京都 三鷹市立羽沢小学校 ※ 縣 秀彦 10/29 宇宙人はいますか？ 訪問 小学校 小6 46

30 東京都 三鷹市立大沢台小学校 ※ 井口 聖 11/1 どこまでわかったの？ 宇宙と生命の起源 訪問 小学校 小４,６ 140

31 東京都 東京都立武蔵台学園府中分教室中学部 町田 真美 10/19 恒星と宇宙の話 Zoom 中学校 中１,２ 6

32 東京都
東京都立武蔵台学園府中分教室わかば

学級小学部
永井 洋 11/16 ブラックホールはこうしてとらえられた Zoom 小学校 小3,4,6 3

33 東京都 学校法人武蔵野東学園 武蔵野東中学校 川邊 良平 11/24 宇宙・星・地球 - この不思議な世界 Zoom 中学校 中1～3 20

34 東京都 小平市立小平第五小学校 ※ 梅本 智文 12/7 月について学ぼう！ 訪問 小学校 小4 115

35 東京都 八王子市立別所中学校 竝木 則行 10/21 「はやぶさ2」の小わく星リュウグウたんけん 訪問 中学校
中1～3(特

別支援)
17

36 東京都 八王子市立上柚木中学校 ※ 竝木 則行 3/4 「はやぶさ2」で調べた小惑星の形 訪問 中学校 中3 106

37 東京都 町田市立金井小学校 ※ 大場 崇義 10/14 太陽観測衛星「ひので」が見た星の世界 訪問 小学校 小5 104

38 東京都 青梅市立吹上中学校 ※ 青木 和光 12/14 私たちと宇宙を形づくるもの 訪問 中学校
中1～3(特

別支援)
19

39 東京都 西東京市立明保中学校 ※ 矢野 太平 1/21 星までの距離 訪問 中学校 中2 132

40 東京都 自由学園初等部 ※ 能丸 淳一 2/25 太陽系から銀河まで Zoom 小学校 小4～6 96

41 東京都 多摩市立多摩第一小学校 ※ 麻生 洋一 11/4 星の世界を旅してみよう 訪問 小学校 小5 109

42 東京都 稲城市立若葉台小学校 ※ 本間 希樹 11/9 ブラックホール行き、銀河の旅 訪問 小学校 小6 125

43 東京都 大島町立第一中学校 ※ 廣田 朋也 1/28 日本と同じ大きさの望遠鏡で調べる 宇宙の姿 訪問 中学校 中1～3 56

44 東京都 東京都新島村式根島小学校 ※ 大石 雅寿 11/19 宇宙に親しもう 訪問 小学校 小1～4 12

45 東京都 小笠原村立小笠原中学校 小野智子 2/4 おもしろい形の銀河をさがそう Google Meet 中学校 中3 18

46 東京都 小笠原村立小笠原小学校 小野智子 2/4 おもしろい形の銀河をさがそう Google Meet 小学校 小4 20

47 東京都 小笠原村立 母島小学校 小野智子 2/8 おもしろい形の銀河をさがそう Google Meet 小学校 小3～6 19

48 東京都 小笠原村立 母島中学校 小野智子 2/8 おもしろい形の銀河をさがそう Google Meet 中学校 中1～3 9

49 神奈川県 横浜市立篠原中学校 ※ 秦 和弘 11/8 宇宙の不思議：太陽系からブラックホールまで 訪問 中学校
中1～3(支

援学級)
22

50 神奈川県 山内中学校 ※ 下条 圭美 12/7 見えない太陽 訪問 中学校
中１～３＋

科学部
30

51 神奈川県 東海大学付属相模高等学校中等部 下条 圭美 11/15 見えない太陽 訪問 中学校 中1～3 430

52 新潟県 新潟県糸魚川市立田沢小学校 ※ 久保 雅仁 11/11 ざまざまな光でみる太陽 訪問 小学校 小5、6 65

53 石川県 金沢市立北鳴中学校 ※ 都丸 隆行 11/27 宇宙の話 -より大事な科学的なものの考え方の話- 訪問 中学校
中1～3(科

学技術部)
40
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54 石川県 星稜中学校 ※ 都丸 隆行 11/20 宇宙の話 -より大事な科学的なものの考え方の話- 訪問 中学校 中2,３ 177

55 ⾧野県 ⾧野県大町市立美麻小中学校 衣笠 健三 12/3 星の一生について ～電波など様々な手法での天文観測～ 訪問 中学校 中3 11

56 岐阜県 岐阜県安八郡神戸町立神戸小学校 ※ 嘉数 悠子 2/9 星空がつなぐ日本とハワイ Zoom 小学校 小6 73

57 愛知県 豊田市立旭中学校 松尾 宏 12/20 天文学者になってみてよかったなと思うこと 訪問 中学校 中1～3 38

58 愛知県 南山中学校女子部 勝川 行雄 11/16 宇宙と太陽のはなし 訪問 中学校 中2 204

59 愛知県 愛知県小牧市立米野小学校 山岡 均 11/5 天体の大きさと宇宙の広さ 訪問 小学校 小6 134

60 京都府 ノートルダム女学院中学高等学校 ※ 今西 昌俊 11/30 すばる望遠鏡による天文学 訪問 中学校 中1 55

61 大阪府 大阪明星学園明星中学校 砂田 和良 12/15 われは星の子 Zoom 中学校 中3 220

62 大阪府 大阪府豊中市立東丘小学校 ※ 山岡 均 11/4 天体の大きさと宇宙の広さ 訪問 小学校 小4 105

63 大阪府 箕面こどもの森学園 ※ 衣笠 健三 11/22
宇宙の大きさを感じよう

 ～宇宙の中の地球人(わたしたち)～
訪問 小学校 小学生 25

64 大阪府 大阪府池田市立神田小学校 ※ 三好 真 11/26 天体の回転運動（日周運動、自転、公転） 訪問 小学校 小4 80

65 大阪府 関西創価小学校 能丸 淳一 11/10 太陽系から宇宙へ Zoom 小学校 小4 82

66 兵庫県 神戸市立稗田小学校 井口 聖 1/13 どこまでわかったの？ 宇宙と生命の起源 訪問 小学校 小4 120

67 和歌山県 和歌山市立今福小学校 ※ 宮本 祐介 10/7 ふれあい天文学・星と銀河 訪問 小学校 小4 30

68 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校 平松 正顕 11/29 見えない宇宙を探る 訪問 中学校 中3 180

69 岡山県 岡山白陵中学校 ※ 平松 正顕 2/19 宇宙のナゾに挑む Zoom 中学校 中3 中止

70 広島県 福山市立済美中学校 ※ 辻本 拓司 11/18 みんなで宇宙を感じてみよう 訪問 中学校 中1～3 330

71 高知県 高知学芸中学校 ※ 泉 拓磨 11/29 最新天文観測で挑むブラックホールと銀河の"共進化"の謎 訪問 中学校 中3 263

72 高知県 土佐市立宇佐小学校 ※ 泉 拓磨 10/21 2021年宇宙の旅 訪問 小学校 小4～6 63

73 福岡県 福岡県立輝翔館中等教育学校 小久保 英一郎 3/9 宇宙の中の地球 訪問 中学校 中3 120

74 福岡県 八女市立 矢部清流学園 梅本 智文 10/29 「宇宙の広さを知ろう！」「宇宙に生命はいるか？」 訪問 小学校 小6 5

75 熊本県 熊本学園大学付属中学校 辻本 拓司 3/16 みんなで宇宙を感じてみよう 訪問 中学校 中2 74

76 鹿児島県 伊佐市立南永小学校 今田 大皓 2/17 南永小学校にミニチュア太陽系を作ろう！ 訪問 小学校 小1,3,5,6 7

77 沖縄県 竹富町立船浮小中学校 ※ 嘉数 悠子 11/17 星空がつなぐ船浮とハワイ Zoom 中学校 小4,中2,3 3
※は新規
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2021年度実施校一覧（海外）

学校名（日本語） 国名 学校種別 講師名 実施日 授業タイトル
ビデオ通話

種類
学年 人数

1 無錫日本人補習授業校 中国 補習授業校 廣田 朋也 10/23 日本と東アジアが協力して調べる宇宙の姿 Zoom 小4～中3 13

2 青島日本人学校 中華人民共和国 日本人学校 松本 晃治 1/20 「はやぶさ2」の活躍 Zoom 小4～中3 37

3 珠海補習授業校 中国 補習授業校 小林 秀行 11/6 宇宙の大きさと銀河系 Teams 小4～中1 5

4 香港日本人学校香港校 中国香港 日本人学校 中西 康一郎 11/24 アルマ望遠鏡で見た宇宙 Zoom 中3 50

5 高雄日本人学校 台湾 日本人学校 梅本 智文 1/17 宇宙に生命はいるか？ Zoom 小4～中3 35

6 マニラ日本人学校 フィリピン 日本人学校 亀谷 收 10/25他 宇宙のひろがり Zoom 小4～3 82

7
在ミャンマー日本国大使館附属

ヤンゴン日本人学校
ミャンマー 日本人学校 縣 秀彦 12/8 宇宙人はいますか？ Zoom 小4～中3 35

8 オークランド日本語補習学校 ニュージーランド 補習授業校 町田 真美 11/12 宇宙の中のブラックホール Zoom 小4～6 36

9 ニュージャージー日本人学校 アメリカ合衆国 日本人学校 深川 美里 11/22 私たちも宇宙人 Zoom 小4～中3 50

10 ニューヨーク補習授業校 アメリカ合衆国 補習授業校 林 左絵子 2/19

初等部「主に太陽系内探査とTMT」、

中高部「太陽系内外の惑星とTMTおよび宇宙天

文に関する職業／職場」

Zoom
初等部４～中

高等部
250

11 グロスマンアカデミー アメリカ合衆国 その他 松田 有一 10/31 宇宙の話 Zoom 小2～高3 12

12 ミネアポリス日本語補習授業校 アメリカ合衆国 補習授業校 野田 寛大 10/23
「星空を楽しんでみよう」

「はやぶさ２が帰ってきた！」
Zoom 小1～中3 87

13
サンフランシスコ日本語補習校(中

高部SJ校)
アメリカ合衆国 補習授業校 林 左絵子 12/11

地球に似た環境と生命、

カリフォルニアは宇宙探査／天文研究の最先端
Zoom 小3～高1 996

14 オマハ日本語補習校 アメリカ合衆国 補習授業校 岩田 生 10/23 宇宙のはなし Google Meet 小4～中3 9

15 オースチン日本語補習授業校 アメリカ合衆国 補習授業校 本間 希樹 11/14 人類がはじめて見たブラックホールの姿 Zoom 小4～中3 100

16 ユタ日本語補習校 アメリカ合衆国 補習授業校 臼田 知史 11/6 宇宙の謎を探る Zoom 小3～中3 27

17 ポート・オブ・サクラメント補習 アメリカ合衆国 補習授業校 林 左絵子 10/9 月と惑星のつながり Zoom 小4～中2 25

18 エドモントン補習授業校 カナダ 補習授業校 臼田 知史 11/27 宇宙の謎を探る Zoom 小4～中3他 115

19 ブエノスアイレス日本人学校 アルゼンチン 日本人学校 水野 範和 12/10 ALMA望遠鏡を通して宇宙を考えてみよう Zoom 小1～中3 23

20 キト補習授業校 エクアドル共和国 補習授業校 阪本 成一 12/5 宇宙のなぞにいどむ Zoom
小2,3,中1～3,

高3
8

21 モンテレーメキシコ日本語補習校 メキシコ 補習授業校 水野 範和 10/30 ALMA望遠鏡を通して宇宙を考えてみよう Zoom 小1～中3 23

22 ロンドン日本人学校 英国 日本人学校 松田 有一 10/8 宇宙の話 Zoom 中3 36

23 ダービーシャー日本人補習校 イギリス 補習授業校 阪本 成一 12/18 宇宙のなぞにいどむ Zoom 小1～高3 55

24 ミラノ補習授業校 イタリア 補習授業校 秦 和弘 10/30 宇宙のふしぎとブラックホール Zoom 小4～高3 60

25 チューリッヒ日本人学校補習校 スイス 補習授業校 小野寺 仁人 12/18 わたしたちの住む地球から銀河の世界へ Zoom 小5～高3 20

26 デュッセルドルフ日本語補習校 ドイツ 補習授業校 平松 正顕 2/12 宇宙のナゾに迫る Zoom 中1～3 55

27 ハイデルベルク日本語補習授業校 ドイツ 補習授業校 平松 正顕 2/12 宇宙のナゾに迫る Zoom 小4～中3 57

28 ハンブルグ日本人学校 ドイツ 日本人学校 野田 寛大 12/10
「星空を楽しんでみよう」

「はやぶさ２が帰ってきた！」
Zoom 幼稚園～中3 88

29 ヘルシンキ日本語補習学校 フィンランド 補習授業校 赤堀 卓也 11/6 ふれあい天文学 Google Meet 小2～中3 30

30 EKKA（日本語学習コミュニティ） フランス その他 松尾 宏 11/6 天文学者になってみてよかったなと思うこと Zoom 小3～ 25

31 コルマール補習校 フランス 補習授業校 小野寺 仁人 12/18 わたしたちの住む地球から銀河の世界へ Zoom 5、6年 8

32 モンペリエ日本語補習授業校 フランス 補習授業校 小野寺 仁人 11/6 わたしたちの住む地球から銀河の世界へ Zoom 小4～6,中1,2 20

33 リセ ジャン ド ラ フォンテンヌ フランス その他 関井 隆 9/26 太陽と星と宇宙の話 Zoom 中1～高2 40

34 ノールパドカレー補習授業校 フランス 補習授業校 能丸 淳一 12/11 太陽系から銀河、宇宙飛行 Zoom 小4～中3 28

35 コートダジュール日本語補習授業校 フランス 補習授業校 堀 安範 11/27 太陽系の外の世界 ～宇宙の生命を探して～ Zoom 小4～中3 30

36 エベイユ学園補習授業校 フランス 補習授業校 川邊 良平 11/28 宇宙・星・地球 - この宇宙のほとんどが謎だらけ Zoom 4～5年 15

37 ディジョン日本語補習授業校 フランス 補習授業校 青木 和光 2/26 私たちと宇宙を形づくるもの Zoom 5、6年 10

38 レンヌ日本語補習校 フランス 補習授業校 三好 真 1/23
回転する天体たち（地球自転、公転、月、sun,

black hole)
Zoom

幼稚部、小4

～中2
16

39 ポルト日本語補習授業校 ポルトガル 補習授業校 泉 拓磨 1/15 銀河宇宙の探検 Zoom 幼稚部～中1 11

40 イスタンブル日本人学校 トルコ 日本人学校 大石 雅寿 12/8 宇宙に親しもう
Google

Meet
小1～中3 41

41 イスタンブール補習授業校 トルコ共和国 補習授業校 能丸 淳一 11/4 太陽系から宇宙へ Zoom 小4～中3 40

42 アビジャン補習授業校 コートジボワール 補習授業校 廣田 朋也 11/27 日本と世界が協力して調べる宇宙の姿 Zoom 小1～6 9

43 ダカール補習授業校 セネガル 補習授業校 竝木 則行 10/30 「はやぶさ2」の小わく星リュウグウたんけん Zoom 小1～中3 11
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