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東京工業大学附属科学技術高校 科学部主催　　国際宇宙ステーション観測イベント”Discover the ISS”

きぼう、みーつけた!!
　

国際宇宙ステーション(ISS)日本実験モジュール『きぼう』を見よう!
そして、目撃情報を送って、"宇宙飛行士のあしあと "(通過位置)を発見しよう!!

< イベントポータルURL>
　
　http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/event.html
　　　　　　　　　

　　

国際宇宙ステーション(International  Space  Station)は、地球上空
400kmを周回する有人の人工衛星です。宇宙飛行士が常駐し、いろいろ
な実験を行なっています。2008年、ここに日本の実験モジュール『きぼ
う(Kibo)』が、日本人宇宙飛行士によって取り付けられました。

『ISS= きぼう』なんですよ!

『きぼう』を見よう!!　
『きぼう』は、地上から肉眼でも見られます。夕方か明け方の空に、明るい星が動いていくように見え
ます(まるで夜の飛行機にそっくり!)。道具はなにもいりません。自宅からでも参加できます。いつで
も見られるものではありませんが、見える日時は簡単に調べられます。上記のポータルサイトでは、
見方のコツや写真の撮り方(デジカメでもOK)等、詳しく紹介しています。

目撃情報を送って、宇宙飛行士のあしあと(きぼうの通り道)を発見しよう!!
みなさんから送っていただいた目撃情報(位置)を日本地図上
に着色していくと、太い着色帯が現われます。それが『きぼ
う』の通過位置、つまり "宇宙飛行士のあしあと "です。
みなさんは、目撃情報を報告するだけで OK!!　日時と都道府
県名を教えて下さい。全国からたくさん報告が集まれば、難
しい計算なしで通過位置が描き出せます。誰でもできる方法
ですが、おおぜいの協力が大切です。みなさんの力を貸して
下さい。　(右は 2006年 8月 16日の結果。今回はどんな結果に?!)

イベントに参加するには、「日時・場所」を報告するだけ!!　申し込みも不要!
ISS を見たら報告を送って下さい。後からでも大丈夫です。くもりでも応援メッセージを書けます。
報告は、パソコンからでも、携帯からでもOKです。結果は毎週金曜日に更新しています!!　

実施期間は、日本人宇宙飛行士搭乗中の夕方の観測チャンス!!
実施期間は『きぼう』の状況によって変わります。ポータルサイトでも、観測日を案内しています。急
に変更になることもありますが、観測当日まで、次のサイト等で時々確認すれば安心です。

JAXA・国際宇宙ステーションをみよう　http://kibo.tksc.jaxa.jp/

『全国一斉目撃キャンペーン』で、日本人宇宙飛行士を全国から一斉に目撃!!
列島縦断時、全国からみんなで一斉に目撃して日本地図を塗りつぶそう。応援の証拠を一緒に作ろう!
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東京工業大学附属科学技術高等学校科学部主催 
国際宇宙ステーションISS観測イベント "Discover the ISS" 
 

きぼう、みーつけた! 
宇宙飛行士長期滞在目撃報告まとめ 

 
実施期間：2013年11月9日～2014年5月18日 
(若田宇宙飛行士搭乗期間は、日本時間で2013年11月7日～ 
                 2014年5月14日までの187日間) 
 
目撃報告集計結果：  23都道府県から目撃報告総数148件  

 目撃報告数 都道府県数 観測時刻 備考 
 2013年 
11月9日 1 1 5時15分頃  
11月11日 6 6 5時15分頃  
11月12日 1 1 4時30分頃  
11月13日 3 2 5時15分頃  
11月16日 1 1 4時30分頃  
11月29日 3 3 5時15分頃  
11月30日 5 4 6時00分頃  
12月1日 4 4 5時15分頃  
12月2日 1 1 6時00分頃  
12月3日 1 1 5時10分頃  
12月7日 1 1 18時35分頃  
12月8日 3 3 18時45分頃  
12月10日 4 3 17時45分頃  
12月10日 1 1 18時40分頃  
12月11日 2 1 16時55分頃  
12月11日 1 1 17時00分頃  
12月11日 1 1 18時30分頃  



 目撃報告数 都道府県数 観測時刻 備考 
12月12日 4 3 17時45分頃  
12月14日 1 1 17時40分頃  
12月25日 1 1 18時35分頃  
12月27日 1 1 18時35分頃  
12月28日 2 2 17時50分頃  
12月29日 2 2 18時35分頃  
12月30日 3 3 17時45分頃  
 2014年 
1月7日       1       1  6時25分頃  
1月10日 2 2 5時35分頃  
1月12日 1 1 5時35分頃  
1月28日 1 1 5時35分頃  
1月29日 1 1 6時25分頃  
2月5日 3 3 19時05分頃  
2月6日 1 1 18時15分頃  
2月7日 10 8 19時05分頃  
2月8日 1 1 18時00分頃  
2月8日 9 7 18時15分頃  
2月8日 1 1 18時25分頃  
2月9日 1 1 19時05分頃  
2月24日 1 1 18時15分頃  

3月11日 1 1 4時50分頃 
船長就任後、 
第一号の報告 

3月14日 1 1 4時55分頃  
4月1日 2 2 4時45分頃  
4月2日 1 1 4時00分頃  
4月3日 1 1 4時45分頃  
4月5日 1 1 4時45分頃  
4月5日 4 4 19時45分頃  
4月6日 2 1 19時00分頃  



 目撃報告数 都道府県数 観測時刻 備考 

4月7日 12 8 19時47分頃 
全国一斉目撃 
キャンペーン 

4月8日 26 14 19時00分頃 
全国一斉目撃 
キャンペーン 

4月9日 1 1 19時45分頃  
4月10日 1 1 19時00分頃  
4月23日 2 2 19時50分頃  
4月24日 1 1 19時00分頃  
4月24日 1 1 20時35分頃  
5月6日 1 1 19時40分頃  
5月13日 1 1 3時40分頃  
5月14日 1 1 4時25分頃  
5月17日 1 1 3時35分頃  
5月18日 1 1 2時50分頃  
期間中合計 148 23   

参加者： 総数 77名 
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きぼう、みーつけた!   若田光一宇宙飛行士長期滞在記念  

★全国一斉目撃観測キャンペーンまとめ★ 
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東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月7日　全国一斉目撃キャンペーン！

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

世界１優
しいお母
さん

4月 7日 夜7時
(19時)

47分 05秋田県 10 天頂(頭上)

秋田市は曇り空+強風でしたが、前回と同じ
田んぼの中の小学校の敷地で観測。予定時
刻を２分過ぎた頃、雲の切れ間から頭上に
発見！！宇宙を飛んでいるのにこんなに近
くに見える～っっ！！宇宙って遠いようだ
けど近いんだね♪と子ども達と大興奮でし
た。

そた 4月 7日 夜7時
(19時)

49分 05秋田県 10 (天候不良)
雲の隙間から見えるかなと思ったのです
が、残念ながら見られませんでした。

G 4月 7日 夜7時
(19時)

46分 11埼玉県 さいた
ま市 北

科学部員のGです。全国一斉目撃キャン
ペーンにご協力いただき本当にありがとう
ございます。今日は初めて家族と一緒に見
ました！双眼鏡でISSを探しました。明日も
ISSは日本を通過するのでよりたくさんの人
と一緒にISSを見れたらなと思います！若田
さん残り１ヶ月頑張ってください！僕も受
験生になるのでこれから頑張っていきま
す！
最初は曇りのせいで見えないかなと思った



わしたけ 4月 7日 夜7時
(19時) 49分 12千葉県 275 北 けど、北側に来た時見えました！一歳半の

子供と一緒に手をふりました。なんか動い
ているのはわかったみたいです！

ふーこ 4月 7日 夜7時
(19時) 49分 12千葉県 佐倉市 北

薄く雲がかかっているような空で心配でし
たが、ISSは明るいですね～バッチリ見れま
した！桜の花のバックにツーっと動く光を
見ていたら、何だか優しい気持ちになりま
した。ありがとうございました。

梅香 4月 7日 夜7時
(19時) 48分 13東京都

１７
８?０
０６３

北

薄雲がありISSの投稿写真反射弱く不出来断
念した、今日は薄雲あるが何とか投稿した
い。若田さんお花見できず残念ですが宇宙
船からはオーロラとか稲妻とか違った花見
が出来ますね又地上のイベントに対しメッ
セージがありTVで元気なお姿を見て感激し
ています。頑張って下さい

kky 4月 8日 夜7時
(19時) 49分 13東京都 大田区 西

KOSUGE 4月 7日 夜7時
(19時) 49分 13東京都 108 北

どんよりと濁った北空にネオンサインが映
え、ハラハラしながら待ちました。いつも
より暗く淡い輪郭で、ビルの上を渡ってい
きました。若田さん、船長のお仕事が順調
に進むよう、応援しています。

OB佐々木 4月 7日 夜7時
(19時) 46分 19山梨県 富士河

口湖町 北
やや雲がかかっていましたが、ハッキリと
見えました！あの光の中に若田さんもいる
と思うとワクワクもひとしおです

加茂 4月 7日 夜7時
(19時) 48分 30和歌山県 640 北 よく見えました。

かいとの
お父さん 4月 7日 夜7時

(19時) 47分 34広島県

安芸高
田市＆
広島市
安佐北
区

北

１年以上、投稿がご無沙汰してしまいまし
た。１９時前の広島ＮＨＫのニュースで知
り、会社から社長と（初の見学）、一緒に

見ました。久々に見たＩＳＳにはやはり感
動しました。日本初の船長（若田さん）が
搭乗されているという事もあり、感動が更
に増しました。自宅からは、妻と３才に間
もなくなろうとする息子が一緒に４５分頃
～５０分頃迄見ていました。どちらの地点
からも、今夜は綺麗に光輝いていました。
※今夜は、全国一斉目撃キャンペーン！
だったんですネ、ラッキー☆な日です。

4月 7日 夜7時
(19時) 43分 43熊本県 阿蘇市 北



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月8日　全国一斉目撃キャンペーン！

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

のりりん 4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 01北海道 札幌市 天頂(頭上)

凄くキレイに見えて、スゴくスゴく感動し
ました！宇宙ってものすごく遠いと思って
いたけど、以外と近いんだって実感しまし
たー！

まる 4月 8日 夜7時
(19時)

1分 01北海道 三笠市 天頂(頭上) 頭上を飛んで行く姿に感激しました！

ゆめちゃ
ん 4月 8日 夜7時

(19時)
0分 01北海道 085 天頂(頭上)

初めて見て、果たしてこれがそうなのか半
信半疑でした。　　宇宙から　夢と希望を
ありがとう!(^^)!

ジャクサ
ン 4月 8日 夜7時

(19時)
2分 05秋田県 秋田市 天頂(頭上)

ばっちり見えました！ISSってすごく速いん

ですね。飛んでいるISSに向かって「若田さ
んがんばってください」と叫んだら、犬に
吠えられちゃいました。一生の思い出にな
りました！

そた 4月 8日 夜7時
(19時)

0分 05秋田県 10 天頂(頭上)
たっぷり5分以上ISSを見ることができまし
た！久々に見たので少しわくわくしまし
た。
ばあちゃん、母、子供２人、三世代４人で



ゆーこ 4月 8日 夜7時
(19時)

0分 07福島県 969 西

ばあちゃん、母、子供２人、三世代４人で
みました！あの光に人がいる!？と、小学生
の子供達が大興奮。家族で盛り上がりまし
た！

コアラマ
マ 4月 8日

夕方6
時 (18
時)

58分 07福島県 いわき
市平 北

アニメ『宇宙兄弟』でもＩＳＳの内容にふ
れてましたね。観れて感動しました。遠い
宇宙での勤務、想像もつかないくらい大変
でしょうが、地球からご無事をお祈りして
います。

もっちゃ
ん 4月 8日 夜7時

(19時)
4分 10群馬県

３７
０?３
５２４

天頂(頭上)

ＩＳＳ通過の情報を教えてくれるお友達が
いるので、何回も見ていますけど、今は、
若田さんが船長さんなので特に感動しま
す。ＩＳＳと宇宙がとても身近に感じま
す。

ひなっち 4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 11埼玉県 所沢市 東
初め見つけれなくてあせったけど、北より
の東のそらで見つけました。新学期、ISSか
らもらったパワーでがんばります。

うっちー 4月 8日 夜7時
(19時)

0分 11埼玉県 和光市 わからない

4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 11埼玉県 さいた
ま市 北

東工大附
属高校科
学部

4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 11埼玉県 さいた
ま市 東

科学部員のGです。全国一斉目撃キャン
ペーン2日目にご協力いただきありがとうご
ざいます！今日は昨日に比べ全国的に雲も
少なく多くの皆様とISSを見ることができた
と思います！2日間本当にありがとうござい
ました！ISSは若田さんが搭乗している間も
日本上空を通過します！キャンペーンは今
日で終わりますが、これからも観測してい
きます！若田さん頑張ってください！

4月 8日 夜7時
(19時)

0分 12千葉県 北 肉眼で見えるとは思いませんでした。皆さ
ん、がんばって下さい！

ふーこ 4月 8日 夜7時
(19時)

0分 12千葉県 佐倉市 北

前日と同じ方角で、更に上の方へ上がって
行き、見やすかったです。若田船長の素敵
な笑顔を思い浮かべながら、観測させてい
ただきました！

BP5A 4月 8日 夜7時
(19時)

1分 13東京都
東京都
北区豊
島

天頂(頭上)

kky 4月 8日 夜7時
(19時)

1分 13東京都 大田区 北

東工大附
属高校 4月 8日 夜7時

(19時)
0分 13東京都 港区芝

浦 北

下校途中の先生方と見ました。日本海上空
を飛んでいるとは思えませんでした。若田
さん、今までにこなしてきたお仕事でも、
船長となるとまた違った苦労があると思い
ます。近々補給船が到着するとのこと、船



ます。近々補給船が到着するとのこと、船
長として迎える気分はいかがですか？ご活
躍をお祈りしています。

もり 4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 14神奈川県 藤沢市
遠藤 西 可愛かった！

葵空 4月 8日
夕方6
時 (18
時)

59分 14神奈川県 横浜市
緑区 西

昨日は見れなかったけど、今日は見れまし
た。人生２度目のISS。きっと若田さんが
「日本の皆さ～ん(^-^)/」っていってるん
じゃないかって思いながら見ました。私は
もちろん「若田さ～ん」って手を降りまし
たよ(^o^)

壮太 4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 14神奈川県 藤沢市 北

若田さんと同じ高校の出身です！浦高の仲
間達の間で若田さんは浦高の誇りだ！って
話してます。俺たちも世界で活躍できるよ
うな人間になるために頑張ります!!

しげる 4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 18福井県 敦賀市 天頂(頭上)
薄い雲がかかっていたようですが、見えま
した

OB佐々木 4月 8日
夕方6
時 (18
時)

58分 19山梨県 富士吉
田市 西 今日は会社から見ました！昨日より明るく

見えたかも？

浅井 4月 9日
夕方6

時 (18
時)

59分 23愛知県 岡崎市 天頂(頭上) はっきり見えなかった ホントだったら嬉し
いい！！

大阪府立
茨木工科
高校

4月 8日
夕方6
時 (18
時)

55分 27大阪府 茨木市 北

若田宇宙飛行士様はじめまして、こちら大
阪府立茨木工科高等学校です。通り過ぎて
いくＩＳＳを観て、あの中に人が乗ってい
ることに改めて感動しました。長期の任務
ですが、お体を大切に最後まで頑張ってく
ださい。

三田祥雲
館高校天
文部

4月 8日 夜7時
(19時)

0分 28兵庫県 669 天頂(頭上) ３～４月いっぱい楽しんでます。

加茂 4月 8日 夜7時
(19時)

0分 30和歌山県 640 (天候不良)
あいにくISSのコース方向に雲がありまし
た。
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東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

★2013年11月の観測

・2013年11月7日

13:14JST、若田光一宇宙飛行士さんが、バイコヌール宇宙基地からソユーズTMA-11M宇宙船で
ISSに向かいました。
19:27JSTには、ISSにドッキングしました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年11月9日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 11月 9日 明け方

5時 15分 24三重県 松阪市 南
若田さん11月7日打ち上げ成功おめでとう。
本日は快晴でISSはいつもより輝いて見えま
した。ご活躍・健康・無事を祈りました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年11月11日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ふーこ 11月 11日 明け方
5時 15分 12千葉県 佐倉市 (天候不良)

久しぶりのISS観測でしたが、雲が多く、西
の空から上って行くISSらしき光がうっすら
と見えたような・・・その後は見えません
でした。

東工大附
属高校科
学部

11月 11日
夕方5
時 (17
時)

15分 13東京都 (天候不良)

若田さんの長期滞在開始を応援しようと
思ったら曇りでした！曇って見えなくて
も、このイベントに参加して下さる皆さん
と一緒に一生懸命応援します。参加して下
さっている皆さん、ありがとうございま
す。これからよろしくお願いします！

ちゃちゃ
も 11月 11日 明け方

5時 16分 24三重県 松阪市 南

雲も無く星座が煌めく中、若田さん搭乗の
ISSは少しオレンジ色がかかりどの星よりも
明るく神々しく飛翔していました。ご活躍
とミッション成功を祈ります。

加茂 11月 11日 明け方
5時

15分 30和歌山県 640 東 若田さん、4度目のミッションそして長期滞
在、お元気でがんばってください。

JN 11月 11日 明け方
5時 20分 34広島県 広島市 南

アイソン彗星を見たくて探していたら脈を
うつように輝くISSが！　思いがけない出会
いに感動しました！　宇宙飛行士の皆さん
の滞在中の安全をお祈りしてます。

kumakuma 11月 11日 明け方
5時 12分 40福岡県 南

はじめて見ました★明るい星がスーっと動
いていました。時間通り、はっきり見えた



kumakuma 11月 11日
5時 12分 40福岡県 南 いていました。時間通り、はっきり見えた

ので嬉しかったです。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年11月12日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 11月 12日 明け方

4時 29分 24三重県 松阪市 東

地上訓練の経験がISSでも充分に発揮される
よう頑張って下さい。日本各地で若田さん
を応援しています。今朝は一段と冷え寒い
冬を迎えようとしています。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年11月13日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ふーこ 11月 13日 明け方
5時 14分 12千葉県 佐倉市 北

今朝は快晴で、約５分間とてもよく見えま
した！若田さんの滞在は始まったばかり、
私はISS観測をできるかぎり続けて応援させ
ていただきます。

東工大附
高科学部
顧問

11月 13日 明け方
5時 16分 13東京都 北

部員の命を受け科学部を代表し、本日の観
測に挑戦し、若田さんに手を振って長期滞
在初エールを送りました。これからの長期
滞在、特に後半は船長としての任務もあり
ますので、今まで以上に若田さんとクルー
の皆様の安全とご健康、そして大活躍をお
祈りし、そして、このイベントに参加して
下さる皆さんの益々のご幸運をお祈りしま
した。気持ちが良いくらい晴れ上がった紺
色の空に、ISSの暖かな色が映え、帰りには

アイソン彗星らしき星も見ることができま
した。

ミー君 11月 13日 明け方
5時 15分 13東京都 大田区 西

「若田船長」の報道でISSは肉眼で観測でき
るのだということを、いまさらながら知
り、JAXAのHPで観測可能時間を調べた上
で早起きして寒いなか外に出かけました。
いくらなんでも、大気が汚染された東京で
見るのは無理かもと思っていたのですが、



5時 日昇前の夜空は澄んでいてよく見えまし
た。同時に東京でも冬の明け方はこんなに
も星がたくさん見える日があるのかと発見
でき感動してしまい、天体望遠鏡の購入し
ちゃおうかなとか思っております。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年11月16日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

11月 16日 明け方
4時 30分 01北海道 059 東 　



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年11月29日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

さるさる 11月 29日 明け方
5時 12分 11埼玉県 北

早起きして初めてISSを見ました。雲が多
かったのですが、切れ間に明るい星がある
とおもったらスーッと動いているのでISSと
確認できました。子供と一緒に「若田さー
ん」と手を振りました。

しげる 11月 29日 明け方
5時 15分 18福井県 敦賀市 東 久しぶりに見ることができました。晴れて

いた分、冷え込んだ朝でした。

加茂 11月 29日 明け方
5時 13分 30和歌山県 640 北

ＩＳＳは北の低空に出現し、北東へ。きょ
うはアイソン彗星が太陽に最接近する日。
若田さんは宇宙からアイソン彗星がよく見
えていますでしょうか。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年11月30日

この日、6:00頃の通過の際に、ISSにおともがついているのをご報告いただきました。
これは、ロシアの補給機PROGRESS-53が、ISSにドッキングする1.5時間前の姿でした。

11/26の朝に打ち上げられて、ISSから1マイル以内のところを編隊飛行をしながら、自動操縦装置のテストをしてい
たそうで、このドッキングも自動操縦装置によって行われました。
この補給機には、水や食べ物や燃料の他、クリスマス・プレゼント(holiday gift) も積んでいたようです。
! NASA：Russian Cargo Craft Docks With Station（Nov. 29, 2013）

宇宙飛行士の皆さんへのサンタ特急便ですね！

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 11月 30日 朝6時 3分 24三重県 松阪市 南

澄み切った明け方の空、美しく飛翔してい
るのを感激して観測しました。クルーの皆
さんと若田さんのご活躍を祈りました。早
くも全国的に冬模様です。

りぼん 11月 30日 朝6時 3分 24三重県 四日市 南

白くキラキラと輝いていました。3度目の観
測でやっとみれました。他にも2つの衛星が
ISSとは逆方向に飛んでいたのがみえまし
た。

11月 30日 朝6時 0分 26京都府 京都市 南 ISSと同じ速度で少し遅れて小さな小さな点
も進んでました

加茂 11月 30日 朝6時 1分 30和歌山県 640 西
6：01：10ごろ、ＩＳＳが木星にほとんど重
なりました。マイナス2等級に輝くホシが2
つ！　きれいでした。



DogWalker 11月 30日 朝6時 2分 39高知県 781 天頂(頭上)
久しぶりにISSを見ました。今日は後ろから
追っかけが付いていたようですが、あれは
何でしょう？



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

★2013年12月の観測

・2013年12月1日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

さるさる 12月 1日 明け方
5時 12分 11埼玉県 草加市 南

日曜日でしたので、気温0度の中、早起きし
て家族みんなで観測しました。8分くらいか
ら上空を探していたのですが、12分頃に突
然南西に見えはじめ、ゆっくりと南東にむ
かって観測できました。見えるはずもあり
ませんがまたまた子供たちと手を振りまし
た。

梅下 12月 1日 明け方
5時 13分 13東京都

武蔵野
中央公
園

天頂(頭上)

久しぶりにISSを見た。オリオンの上空を明
るく輝いてずいぶんと大きく見えて通過し
た。ところでアイソン彗星が消滅したとの
ニュースは非常に残念だった。残骸でも良

いので2～3日後に再び見られることを期待
したい。出来ればISSとのツーショットを！

ちゃちゃ
も 12月 1日 明け方

5時 14分 24三重県 松阪市 天頂(頭上)
雲も無く、地上に傾きかけた月を横目に飛
翔するISSを観測するのも乙なものです。若
田さんのご活躍を祈りました。

加茂 12月 1日 明け方
5時 12分 30和歌山県 640 天頂(頭上)

天候が安定しているので、２日連続して観
測できました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月2日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 2日 朝6時 1分 24三重県 松阪市 南

沖縄上空を通過する軌道でしたが、雲が無
く低い高度で南下飛翔するのを確認出来、
若田さんの無事を祈りながら観測しまし
た。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月3日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 3日 明け方

5時 12分 24三重県 松阪市 南

観測時間が２分と短く高度も低いので条件
が悪かったのですが、スーとオレンジ色し
たISSが現れ、若田さんは今頃何をしている
のかな？と思いをめぐらして観測する事が
出来ました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月7日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 7日

夕方6
時 (18
時)

33分 24三重県 松阪市 南
南の上空で影に入り見えなくなりました
が、若田さんのご活躍を祈りながら観測し
ました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月8日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 8日

夕方5
時 (17
時)

44分 24三重県 松阪市 南
天気が安定しており澄み切った冬の夜空を
観測するのは気持ちが良いものです。若田
さんとクルーの皆さんの活躍を祈ります。

12月 8日
夕方5
時 (17
時)

45分 26京都府 亀岡市 東

加茂 12月 8日
夕方5
時 (17
時)

46分 30和歌山県 640 東



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月10日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

梅下 12月 10日
夕方5
時 (17
時)

44分 13東京都 武蔵野
市 天頂(頭上)

南天に現れたISSが徐々に輝きを増しながら
金星と交差するように天頂をかけ登って行
くのが見えた。今夕は自宅のベランダから
妻と眺めることができた。

よっしー 12月 10日
夕方5
時 (17
時)

45分 13東京都 大島町 天頂(頭上)
頭上を通る光の点を、職場の人たちと見る
ことができました。楽しい時間をありがと
うです。

りん 12月 10日
夕方6
時 (18
時)

41分 22静岡県 沼津市 南 とても優しいなめらかな動きだった。
さーーーって感じで…。

ちゃちゃ
も 12月 10日

夕方5
時 (17
時)

44分 24三重県 松阪市 天頂(頭上)

寒い風が強くきつい観測となりましたがほ
ぼ頭上近くを飛翔、北東の上空で影に入り
ました。若田さんの健康と無事を祈りつつ
観測を終えました。

加茂 12月 10日
夕方5
時 (17
時)

43分 30和歌山県 640 天頂(頭上)
今夜は視界の広い場所で観測できたので、
17：41から5分間にわたってＩＳＳが見えま
した



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月11日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない
時は「天候
不良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

nibo 12月 11日
夕方5
時 (17
時)

0分 13東京都 1530064 南
目黒川沿いにて、輝く星が三日月の横を通
り抜けていきました。とても綺麗でした。
若田氏、応援してます。

西麻布児
童館のみ
んな

12月 11日
夕方4
時 (16
時)

56分 13東京都 東

宇宙ステーションのみなさんへ。 児童館で
行った観望会の夕方、月の下の方を通った
宇宙ステーションを見ました。 みんなで手
を振ったのですが、わかりましたか？
あと質問です。宇宙からオーロラは見える
のですか？※
※宇宙飛行士の皆さんは忙しいと思うので、科学部がかわりにお答え
します。
見えます！
http://iss.jaxa.jp/kids/space/503.html
古川宇宙飛行士の「宇宙の渚」（地球大気圏際）からの中継では、
ISSからオーロラや雷など、地球とはちがった見え方をいろいろ見せ
て下さいました。
この前の若田宇宙飛行士のアイソン彗星の中継は、彗星が太陽に近づ
き過ぎて消えてしまって残念でした！

KOSUGE 12月 11日
夕方4
時 (16
時)

56分 13東京都 東

今回は元気な小学生たちと一緒に楽しく
ISSを見ました！歓声とともに力いっぱい
手を振っての元気な応援は、そばにいた私
もハッピーにしてくれました。ISSが月の
下をくぐり抜けていくのを見ていて、この
中から将来月に立つ人たちが出るかもしれ
ないぞ、と気がつきました。若田さんのお
仕事は、彼らの月へのかけはしでもあるん



ですね。感謝！です。

ちゃちゃ
も 12月 11日

夕方6
時 (18
時)

30分 24三重県 松阪市 北
早くも本格的な冬？今日も寒い日の中の観
測ですが晴れていて良く見え、北西の上空
で影に入りました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月12日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 12日

夕方5
時 (17
時)

42分 24三重県 松阪市 北
今日も寒い日ですが澄み切っており良く見
え、若田さんにエールを送りながら観測し
ました。

513 12月 12日
夕方5
時 (17
時)

43分 26京都府 京都市 北 綺麗に見えました。大体17：43：05くらい
に北極星の下を通過したように思います。

12月 12日
夕方5
時 (17
時)

42分 26京都府 亀岡市 北

加茂 12月 12日
夕方5
時 (17
時)

43分 30和歌山県 640 北
若田さん、お元気ですか。日本列島は寒く
なりましたが、ＩＳＳの輝きに出合うと救
われます。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月14日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない
時は「天候
不良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

東工大附
属高校科
学部

12月 14日
夕方5
時 (17
時)

42分 13東京都 1080023 北
北の空15°だと、ビルの隙間から見る感じ
です。-1等でもすごく暗かったのですが見
えました。 若田さん、ファイトです！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月25日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

G 12月 25日
夕方6
時 (18
時)

34分 13東京都
東工大
附属高
校付近

北

こんにちは！観測のときピースサインをし
たのですが、見えましたでしょうか！？缶
サットを作っているのですが、今日ター
ゲットマーカーの放出に成功しました！！
僕も一緒に頑張ります！！！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月27日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 27日

夕方6
時 (18
時)

34分 24三重県 松阪市 北

寒空の中若田さんの搭乗したISSは明るく輝
きわずか2分足らずの観測でしたが途中影に
入り見えなくなりました。今年も残り少な
くなりましたが若田さんのご活躍を祈りま
した。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月28日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 28日

夕方5
時 (17
時)

47分 24三重県 松阪市 北 今日も神々しく輝くISSを観測出来ました。
寒空に飛翔する観望もいいものです。

加茂 12月 28日
夕方5
時 (17
時)

49分 30和歌山県 640 東 透明度の良い空に、とても明るく輝いて見
えました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月29日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 29日

夕方6
時 (18
時)

35分 24三重県 松阪市 西

今日も雲が無く良く見えました。若田さん
ISSでの年末は年神様をお迎えするのに何か
イベントがありますか？どうぞ良いお年を
お迎え下さい。

12月 29日
夕方6
時 (18
時)

36分 26京都府 亀岡市 南



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2013年12月30日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ちゃちゃ
も 12月 30日

夕方5
時 (17
時)

47分 24三重県 松阪市 天頂(頭上)

新年を迎える準備も済み今年最後のISS観測
も天気に恵まれ良く見えました。若田さん
そしてISS観測同好の皆様どうぞ良いお年を
お迎え下さい。

12月 30日
夕方5
時 (17
時)

47分 26京都府 亀岡市 南

加茂 12月 30日
夕方5
時 (17
時)

47分 30和歌山県 640 天頂(頭上)



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

★2014年1月の観測

・2014年1月7日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 1月 7日 朝6時 25分 18福井県 敦賀市 南 天気が良かった分、冷え込みましたが見え
ました。久しぶりで、今年初めてです。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年1月10日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

のぼう 1月 10日 明け方
5時 35分 14神奈川県 天頂(頭上)

雲が多かったので無理かなと思ったのです
が、雲の切れ間から南西～北の方角へ動い
て行くのが見えました。若田宇宙飛行士が
大好きな子供達と一緒に手を振りながら見
えた見えたと大騒ぎ。とても綺麗で感動し
ました。

東工大附
属高校科
学部

1月 10日 明け方
5時 37分 13東京都 108 天頂(頭上)

あけましておめでとうございます！若田さ
ん、いつもご参加下さる皆様に、たくさん
よいことがある年になりますように！今年
初めてのISSは明るくて、天頂付近をどうど
うと、つっきっていきました。今年もよろ
しくお願いします！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年1月12日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 1月 12日 明け方
5時 37分 18福井県 敦賀市 北 雲の切れ間から見えました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年1月28日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 1月 28日 明け方
5時 37分 18福井県 敦賀市 北 明るく見えました



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年1月29日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 1月 29日 朝6時 25分 18福井県 敦賀市 西 ISSに熱中していたので、明けの明星や月に
は気が付きませんでした。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

★2014年2月の観測

・2014年2月5日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

東工大附
属高校科
学部

2月 5日 夜7時
(19時)

4分 13東京都 (天候不良)
昼は天気が良かったのに夕方から雲が出ま
した。すきまから見えるかと思ったのです
が残念です。若田さん、応援してます！

k 2月 5日 夜7時
(19時)

2分 27大阪府 枚方市 南

2回目で家のベランダから見ました。明る
く、羽が出ているのも見えきれいでした。
速いな、今この時間にあの中で宇宙飛行士
の方が何か研究しておられるんだな思う
と、なんだか楽しくなりました。元気に良
い仕事ができますように祈っています。

大分大
学教育

2/7-8のイベント情報をいただいたので、生
徒たちに伝えました。イベント前の日です
が、数名の教員および１年生の生徒たちが
観察しました。
※科学部より：感想を送って下さいました！
★今日、7時くらいに南の空へんで、ISSが通っている
のを見ました。スピードは速く、星より大きかったで
す。とても感動的でした。
★今日の夜、７：０１にオリオン座の中央に宇宙ス
テーションがみえた。学校の帰りにチャリから見まし
た。すごかったです。
★ISS見られました。PM７：０１上空に確認



大分大学
附属中 2月 5日 夜7時

(19時)
2分 44大分県

学教育
福祉科
学部附
属中学
校

南

★ISS見られました。PM７：０１上空に確認
すごく速かったです。何か良い事がおきる予感がし
まーす。
★ISS見ました！！！ まず一言 超～すごかった！！！
祖母と７：００から見ていました。しかし空はくもっ
てます。
ダメかなとあきらめかけたその時、ばあちゃんがあれ
じゃない？と言うので見ると そこにはISSが通ってい
るではありませんか！
思ったよりスピードが速くてすごく興奮しました。二
人でいいものがみれたねと喜びました！
★今日、ISSを見ることができました。１８：５９に
思い出して、急いで外に出て、待っていると、１９：
０４くらいに光るものが通過してオリオン座のところ
で消えました。校長先生が天文学系の人でよかったで
す！
　!学校便りの記事



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年2月6日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

東工大附
属高科学
部

2月 6日
夕方6
時 (18
時)

13分 13東京都 (天候不良)
きぼうでの豆まき、取りに行きたかったで
す！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年2月7日

＊全国一斉目撃キャンペーン
全国的に天気が悪いところが多く、東京でも13年ぶりに大雪警報が出ました

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

遺愛女子
中高地学
部

2月 7日 夜7時
(19時)

4分 01北海道 函館市 西

校内にPRして部員＋アルファで待ち構えて
いました。明るくなったところで消えてし
まったのでちょっとざんねん。若田さん、
宇宙でのおしごと、がんばってください
ね！女子中高生みんなで応援しています。

そた 2月 7日 夜7時
(19時)

0分 05秋田県 010 (天候不良)
残念ながら雪が降っていて見れなかったで
す・・・。

佐々木孝
啓 2月 7日 夜7時

(19時)
3分 11埼玉県 349 (天候不良)

天頂から東にかけては晴れていましたが、
肝心の西が曇っていました。

ふーこ 2月 7日
夜7時

(19時)
3分 12千葉県 佐倉市 (天候不良)

今回は観測できませんでした。お月様はぼ
んやりと見えていたので期待したのです
が・・・雲が厚かったようです。

しわぶち 2月 7日 夜7時
(19時)

3分 12千葉県 288 (天候不良)
おぼろ月夜でしたが、方角的に雲が無い
（凄く薄い？）空間があったので期待した
のですが・・・。
事務所ビルの共用バルコニーから撮影を試
みましたが、雲に隠れて見えませんでし
た。ISSで若田さんが使っている超高感度４
Ｋカメラと同じ仕様のカメラがありますの



佐々木＠
アルファ
企画

2月 7日 夜7時
(19時) 3分 13東京都 150 (天候不良)

Ｋカメラと同じ仕様のカメラがありますの
で、若田さんが搭乗中に撮ってみたいと
思っています。明日も天気予報では難しそ
うですが、まだチャンスはあるのでしょう
か?
※科学部より：あります！JAXAの予報「きぼうを見
よう」で調べられます。
http://kibo.tksc.jaxa.jp

G 2月 7日 夜7時
(19時) 3分 13東京都

東工大
附属高
校

(天候不良)

科学部員のGです！全国一斉目撃キャン
ペーンにご協力いただき本当にありがとう
ございます！今日は生憎の曇で本当に残念
です。明日には晴れて皆様と一緒に若田さ
んを地上から応援できるよう願っていま
す！若田さん、頑張ってください！！明日
もよろしくお願いします！

2月 7日 夜7時
(19時) 5分 23愛知県 461 (天候不良)

三田祥雲
館高校天
文部

2月 7日 夜7時
(19時) 3分 28兵庫県 669 (天候不良)

加茂 2月 7日 夜7時
(19時) 0分 30和歌山県 640 (天候不良) 明日こそ晴れますように。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年2月8日

＊全国一斉目撃キャンペーン
天気が悪いところが多く、東京では26センチの積雪でした

　雪の東工大附属高校

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない
時は「天候
不良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

めい 2月 8日
夕方6
時 (18
時)

17分 01北海道
北海道
河東郡
士幌町

南

すっきりした冬空のなか、はっきりしたISS

を見ることができました！スーッと動く姿
がかっこいい！ISS応援しています。これか
らもかっこよく飛び続けてください。また
みれますように！

2月 8日
夕方6
時 (18
時)

18分 01北海道 (天候不良)

夕方6 今日こそは、と思い見ていましたがやはり



そた 2月 8日
夕方6
時 (18
時)

15分 05秋田県 010 (天候不良)
今日こそは、と思い見ていましたがやはり
雲があって見られなかったです。

東工大附属
高校科学部 2月 8日

夕方6
時 (18
時)

15分 13東京都 (天候不良)

雪でISSも東京タワーも見えませんでした。
全国一斉目撃キャンペーン、絶対再挑戦し
ます！ご参加の皆さんありがとうございま
した。またよろしくお願いします！

2月 8日
夕方6
時 (18
時)

25分 23愛知県 461 (天候不良)

三田祥雲館
天文部 2月 8日

夕方6
時 (18
時)

15分 28兵庫県 696 (天候不良)

加茂 2月 8日
夕方6
時 (18
時)

15分 30和歌山県 640 (天候不良) 昨夜同様、冷たい雨が…。残念です。

ＵＥＤＡ 2月 8日
夕方6
時 (18
時)

15分 34広島県 734-
0034 南 たぶんISSだと思います

YOUSUKE 2月 8日
夕方6
時 (18
時)

15分 34広島県 731 南 今回は見えなかったです。

YMNK 2月 8日
夕方6
時 (18
時)

0分 34広島県 739 (天候不良) 次回はみれるといいです

513 2月 8日
夕方6
時 (18
時)

15分 43熊本県 866 天頂(頭上)



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年2月9日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

そた 2月 9日 夜7時
(19時)

7分 05秋田県 010 北

今日は雲がまばらにあるだけだったので、
なんとかISSを見ることができました！ 久
しぶりに見たのでとても懐かしく感じまし
た。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年2月24日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 2月 24日
夕方6
時 (18
時)

13分 18福井県 敦賀市 北 　



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

★2014年3月の観測

・2014年3月11日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

加茂 3月 11日 明け方
5時 49分 30和歌山県 640 南 若田船長！　明るく、よく見えました。

※船長就任後、第1号の報告です！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年3月14日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

加茂 3月 14日 明け方
4時 57分 30和歌山県 640 天頂(頭上)

雲の多い空でしたが、隙間に見つけまし
た！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

★2014年4月の観測

・2014年4月1日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

菅井　た
いこ 4月 1日 明け方

4時 45分 04宮城県 名取市 天頂(頭上)
北西から南東方向の通過がキレイに見えて
好きです。

しげる 4月 1日 明け方
4時 45分 18福井県 敦賀市 北 若田さんが船長になってから初めて見まし

た。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月2日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

菅井　た
いこ 4月 2日 明け方

4時 0分 04宮城県 名取市 天頂(頭上)
北西から東へ、ゆっくりとキレイに見えま
した！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月3日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 4月 3日 明け方
4時 45分 18福井県 敦賀市 西 「来た来た来た！」とワクワクしながら見

ました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月5日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ひなっち 4月 5日 夜7時
(19時)

46分 11埼玉県 所沢市 西
久々に観測しました。西から出現、頭上で
消えるまで綺麗に見えました。桜咲く夜空
にISSっていいですね。

ふーこ 4月 5日 夜7時
(19時)

46分 12千葉県 佐倉市 天頂(頭上)

自宅そばのホームセンターの駐車場にて。
大きく強く輝くISSが天頂へ上がって行くの
を見ました！あっという間でしたが、若田
船長、頑張って～、と手を降りましたよ。

KM 4月 5日 夜7時
(19時)

46分 13東京都 天頂(頭上)

若田船長、こんばんは！今、地上では桜が
満開ですよー。お花見がてら、下から見上
げてました。ふたご座のカストルにぶつか
りそうでしたが、たくみによけて(?)の安全
飛行、さすが名船長！と盛り上がっていま
した。みんなで、若田船長とクルーの皆さ
んの健康と活躍をお祈りしてます！

空のぽっ
ぽや 4月 5日 夜7時

(19時)
46分 14神奈川県 　 西

我が家からISSを観察することが出来まし
た。 大きな星が南西から北東の方向に飛行
しておりました。 ちょうどその時間に我が
家に家族が集まっており全員がその間感激
しておりました。 若田船長は元日本航空の
技師、私の前の職業は航空機関士で、ご縁
を感じます。 わたしたち夫婦に結婚50年目
に当たりますので良い贈り物でした。



加茂 4月 5日 明け方
4時 46分 30和歌山県 640 南 火星と土星のほぼ中間から出現しました

（影から出てきました）。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月6日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない
時は「天候
不良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ひなっち 4月 6日
夕方6
時 (18
時)

59分 11埼玉県 所沢市 東
頭上から東へ。結構長い時間見れました。
あの光に人が乗ってるんだと思うとすごい
ですね。

吉野町 4月 6日
夕方6
時 (18
時)

57分 11埼玉県 3310811 東
スッキリ晴れたさいたま市北区の夜空に若
田船長ISSが通過されました。やっと観測
出来て感激です



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月9日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 4月 9日 夜7時
(19時)

47分 18福井県 敦賀市 北 あまり明るい光ではなかったので、自信は
ないのですが見えたと思います。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月10日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

しげる 4月 10日
夕方6
時 (18
時)

58分 18福井県 敦賀市 北 雲もあったのですが、見えました。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月23日

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

こみち 4月 23日 夜7時
(19時)

50分 23愛知県 名古屋
市 北

はじめて観ました！！！ あんなに輝いてい
るところで働いている人達はすごいなーと
思いました。 これからも地球のため、宇宙
のために最先端の情報をよろしくお願いし
ます！

4月 23日 夜7時
(19時)

49分 26京都府 亀岡市 北



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年4月24日
※ISSが一周してきた後のも観測成功です！
90分で一周して戻って来る間に、地球の方が自転して、目撃（通過）方向が西にずれたのがわかります！

 

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

4月 24日 夜7時
(19時)

0分 26京都府 亀岡市 北

4月 24日 夜8時
(20時)

36分 26京都府 亀岡市 西



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

★2014年5月の観測

・2014年5月6日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ゆうこり
ん 5月 6日 夜7時

(19時)
40分 10群馬県 水上高

原 わからない

星空観察をしていたら、火星の方からカシ
オペア方面にすーと動く点があり、途中で
止まりました。これはISSなのでしょう
か？？肉眼で見えるものなのですか？ それ
ともUFO?

※科学部顧問より
ISSは肉眼でみることができますが、4月末から5月10日頃まで日本近
辺では見られないところを通過していました。調べたところ、1975年
に打ち上げられたアメリカのデルタロケットのボディのようです。こ
の日の最大等級は2.4等、水上高原の空のきれいな黒い空をうらやまし
く思います。



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年5月13日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

東工大附
属高校科
学部

5月 13日 夜中 3
時 39分 13東京都 (天候不良)

今日は、ISS搭乗の若田船長を見られる最終
日。東京では、高度12°と超低空の予報です
が、金星のそばを通過するのでなんとか見
つけられるかもと期待していました。しか
し、天気は雨。残念でしたが、報告会で直
接会えるのを楽しみにします！



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年5月14日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

かいとの
お父さん 5月 14日 明け方

4時 24分 34広島県 安佐北
区 (天候不良)

昨夜22時頃は、満月2日前の月明かりも綺麗
でよく晴れていたのに、若田船長ＩＳＳ帰
還直前の今朝は、曇っていて残念ながら確
認出来ませんでした。 思わず、若田さ～ん
と内心叫びました（＾＾）



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年5月17日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

ISS大好き 5月 17日 夜中 3
時 35分 28兵庫県 三田市 天頂(頭上)



東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催
国際宇宙ステーションISS観測イベント

・2014年5月18日

お名前 月 日 時 分 場所
(都道府県)

場所
(都市
名)

方角
(見えない時
は「天候不
良」)

感想や宇宙飛行士へのメッセージをどうぞ!

森田哲夫 5月 18日 夜中 2
時 47分 22静岡県 浜松市 東

軌道情報を見て、初めての観察をしまし
た。私は６９歳，勇気ある宇宙飛行士を尊
敬しています。応援しています。
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           東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部主催 
国際宇宙ステーション観測イベント "Discover the ISS" 

きぼう、みーつけた! 
若田光一宇宙飛行士ISS第38/39次長期滞在記念 
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東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部 
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-3-6 物理科内 


