
新館 1階第6展示室へ直接お越しください。※現地で当日先着順

10:30-11:00 12:45-13:15 15:00-15:30

本館 1階第1展示室へ直接お越しください。

10:30-11:00 15:15-15:45

本館 1階受付にてお申込み後、5分前に本館1階エスカレーター横にお越しください。

12:10-12:25

本館1階受付にて整理券をお取りください。記載の時間を守って、直接時空ホッパーへお越しください。

プラネタリウム 1階チケット窓口でプラネタリウムのチケットを購入いただき、プラネタリウム受付にお越しください。（各回開場は20分前）

10:00-10:45

12:00-12:45

14:00-14:45

16:00-16:45

18:00-18:45

無料 約2分第6展示室　ハンググライダー

1階

★2021年12月4日(土)のスケジュール★
イベント 参加費 所要時間 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

2階 クロマキー技術で合成映像を使い

整理券配布時間：9:30～18:40 (整理券がなくなり次第受付終了)

※9:30の回より順番にご案内します

大人：400円　小中高校生：200円　幼児以下：無料

どなたでも参加可能

第3展示室　時空ホッパー 無料

今年度は彩り豊かな世界の星空を、その土地の音楽に乗せてお届けします。プラネタリ
ウムの中で感じる、ひとときの旅情をお楽しみください。
12月 ★ヨーロッパ～Christmas Special～

今日もお気に入りの望遠鏡で、夜空の星をのぞくケンちゃん。ふと天の川をのぞくと、
たくさんのキラキラが見えた･･･！「あれ？夜空の『天の川』って『川』じゃない
の･･･？」そんな疑問を解くために、優しいお月さまに導かれて、いざ星空の世界へ！
ところがケンちゃんはうっかり、大切な望遠鏡を無くしてしまいます･･･。お月さま、
お誕生日星座さんたち、観客のみんなでケンちゃんを助けながら、星空の世界を冒険し
よう！

一般番組（45分）「10000光年双眼鏡」

星空ヒーリング（45分）「星空ヒーリング　星空ワールドトラベル」

サイエンス番組(45分)「タッチ・ザ・スター」

科学実験ショー 無料

15分

どなたでも参加可能
【定員】5名

※未就学児は保護者同
伴

サイエンススタッフとめぐろう！展示室ツアー 無料

約5分

ミニ科学実験ショー[ふりこ」
5分ほどのミニ実験を開催！
どんな実験が見られるかはお楽しみ！

8分

ジャンプ!!　時空を超えて旅をしよう!
幅15m×高さ7.8mの大画面映像を活用した日本初の浮遊体
験型アトラクション。3つのミッション（銀河系調査、地球
内部調査、地球の歴史調査）に挑戦します。

どなたでも参加可能
9:30～

受付にて整理券配布
※10分に1組

どなたでも参加可能
【定員】

一度に10名程度

たくさんある展示物の中から、サイエンスス
タッフ
がイチ押しの展示物をわかりやすく紹介しま
す！

過去60年間、私たちはボイジャーやパイオニアといったさまざまな探査機を太陽系や
その先に送ってきました。探査機とともに惑星探査の歴史を辿るツアーへと皆さまをご
案内します。さらに、今後の宇宙開発により人類にはどんな未来が訪れるのでしょう
か･･･？

こども番組（45分）「ケンちゃんとお月さま 天の川大冒険」

星空ライブ投映（45分）

「もっと星空解説を聞きたい」そんな声にお応えした、フル生解説プログラム。日没
から夜明けまで、今夜の星空案内とともにテーマに沿った天文のお話をスタッフがお
届けします。
12月の星空～ぎょしゃ座・おうし座・年末年始の流星群など～

宇宙には私たちの地球にそっくりで、地球より文明の進んだ星があるかもしれません。
そんなとある星で暮らす少女シヒルは、誕生日にお父さんから10000光年先の星まで
はっきり見える超ハイテク双眼鏡をもらいます。夢中で天体観測するシヒルはふしぎな
惑星を見つけ、偶然目にした男の子にひとめぼれ。ついには男の子の住む星に行こうと
決意します。はるかな宇宙の旅へ！少女の想いは無事伝わるのでしょうか･･･？

1
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2階

各230名

本
館

1階

実際に乗っているような感覚でハングライダーを
体験できます！

小学生以上
※体重60㎏以下

【定員】各回先着15名

新
館

カフェ アテナ

ATHENA
カフェ「アテナ」でパン屋さ
んをはじめます。
「毎日でも食べたい」と
思ってもらえるおいしいパ
ンがたくさんあるのでぜひ
食べに来てください。

【営業時間】
11:30-17:00

ご飲食は地下ロビー
をご利用ください。
ドリンクの自動販売機
は新館地下ロビーに
ございます。

本日はイベントの為
地下ホールは使用で
きません。

ミュージアムショップ

実験キットや宇宙食、
ステーショナリーなど楽
しいグッズが増えまし
た。ご来館の際にはぜ
ひお立ち寄りください。

１Ｆプラネタリウム横

ミニ科学実験ショー（所要時間5分程度）

00より11：30の間に

・5分程度の実験をくり返し実施します。

・観覧者が多い場合には、時間をずらして

お越しください。



新館 1階第6展示室へ直接お越しください。※現地で当日先着順

10:30-11:00 12:45-13:15 15:00-15:30

本館 1階第1展示室へ直接お越しください。

10:30-11:00 15:15-15:45

本館1階受付にて整理券をお取りください。記載の時間を守って、直接時空ホッパーへお越しください。

本館 4階 天体観測室の扉前にある名簿へ記入してください。記載の時間にお越しください。

11:30-12:00

プラネタリウム 1階チケット窓口でプラネタリウムのチケットを購入いただき、プラネタリウム受付にお越しください。（各回開場は20分前）

10:00-10:45

12:00-12:45

14:00-14:45

16:00-16:45

18:00-18:45

無料 約2分第6展示室　ハンググライダー

1階

★2021年12月5日(日)のスケジュール★
イベント 参加費 所要時間 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

2階 クロマキー技術で合成映像を使い

整理券配布時間：9:30～18:40 (整理券がなくなり次第受付終了)

※9:30の回より順番にご案内します

大人：400円　小中高校生：200円　幼児以下：無料

どなたでも参加可能

第3展示室　時空ホッパー 無料

どなたでも参加可能
【定員】15名

※10分ごとに5名ずつ

10分ごとに
入れ替え制

今年度は彩り豊かな世界の星空を、その土地の音楽に乗せてお届けします。プラネタリ
ウムの中で感じる、ひとときの旅情をお楽しみください。
12月 ★ヨーロッパ～Christmas Special～

今日もお気に入りの望遠鏡で、夜空の星をのぞくケンちゃん。ふと天の川をのぞくと、
たくさんのキラキラが見えた･･･！「あれ？夜空の『天の川』って『川』じゃない
の･･･？」そんな疑問を解くために、優しいお月さまに導かれて、いざ星空の世界へ！
ところがケンちゃんはうっかり、大切な望遠鏡を無くしてしまいます･･･。お月さま、
お誕生日星座さんたち、観客のみんなでケンちゃんを助けながら、星空の世界を冒険し
よう！

一般番組（45分）「10000光年双眼鏡」

星空ヒーリング（45分）「星空ヒーリング　星空ワールドトラベル」

サイエンス番組(45分)「タッチ・ザ・スター」

科学実験ショー 無料

口径25cmの屈折望遠鏡「たいよう」で、太陽の黒点や
プロミネンスの観察ができます！

約5分

ミニ科学実験ショー[ふりこ」
5分ほどのミニ実験を開催！
どんな実験が見られるかはお楽しみ！

8分

ジャンプ!!　時空を超えて旅をしよう!
幅15m×高さ7.8mの大画面映像を活用した日本初の浮遊体
験型アトラクション。3つのミッション（銀河系調査、地球
内部調査、地球の歴史調査）に挑戦します。

どなたでも参加可能
9:30～

受付にて整理券配布
※10分に1組

どなたでも参加可能
【定員】

一度に10名程度

過去60年間、私たちはボイジャーやパイオニアといったさまざまな探査機を太陽系や
その先に送ってきました。探査機とともに惑星探査の歴史を辿るツアーへと皆さまをご
案内します。さらに、今後の宇宙開発により人類にはどんな未来が訪れるのでしょう
か･･･？

こども番組（45分）「ケンちゃんとお月さま 天の川大冒険」

星空ライブ投映（45分）

「もっと星空解説を聞きたい」そんな声にお応えした、フル生解説プログラム。日没
から夜明けまで、今夜の星空案内とともにテーマに沿った天文のお話をスタッフがお
届けします。
12月の星空～ぎょしゃ座・おうし座・年末年始の流星群など～

宇宙には私たちの地球にそっくりで、地球より文明の進んだ星があるかもしれません。
そんなとある星で暮らす少女シヒルは、誕生日にお父さんから10000光年先の星まで
はっきり見える超ハイテク双眼鏡をもらいます。夢中で天体観測するシヒルはふしぎな
惑星を見つけ、偶然目にした男の子にひとめぼれ。ついには男の子の住む星に行こうと
決意します。はるかな宇宙の旅へ！少女の想いは無事伝わるのでしょうか･･･？

1
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2階

各230名

実際に乗っているような感覚でハングライダーを
体験できます！

小学生以上
※体重60㎏以下

【定員】各回先着15名

新
館

天体観測室の公開 無料

本
館

5階

1階

カフェ アテナ

ATHENA
カフェ「アテナ」でパン屋さ
んをはじめます。
「毎日でも食べたい」と
思ってもらえるおいしいパ
ンがたくさんあるのでぜひ
食べに来てください。

【営業時間】
11:30-17:00

ご飲食は地下をご利
用ください。
ドリンクの自動販売機
は新館地下ロビーに
ございます。

ミュージアムショップ

実験キットや宇宙食、
ステーショナリーなど楽
しいグッズが増えまし
た。ご来館の際にはぜ
ひお立ち寄りください。

１Ｆプラネタリウム横

ミニ科学実験ショー（所要時間5分程度）

00より11：30の間に

・5分程度の実験をくり返し実施します。

・観覧者が多い場合には、時間をずらして

お越しください。


	12月延長日
	※通常日曜日デイリースケジュール
	12月延長日


