
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』応援イベント 

きぼう、みーつけた! 
油井亀美也宇宙飛行士応援 
2015年7月～12月実施 

観 測 報 告 

 
http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/event.html 

 
 

油井亀美也宇宙飛行士搭乗 
国際宇宙ステーション（ISS）第44/45次長期滞在 

2015年7月23日午前6時02分～2015年12月11日午後10時12分頃(JST) 

    
東京工業大学附属科学技術高等学校 

科学部 



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 
 

きぼう、みーつけた! 
世界一かんたんな方法で、『きぼう』の通り道を描き出そう 

こどもから大人まで、みんなで参加できます! 
 
国際宇宙ステーションISS =『きぼう』!! 
国際宇宙ステーション（ISS）は、地球の上空400km
を回っている人工衛星です。いつも宇宙飛行士が乗
っています 
『きぼう』は、日本が作っている実験モジュールで、
いよいよ2008年、日本人宇宙飛行士の手によって
ISSに取り付けられます。 
これからは、ISS=『きぼう』です! 
 
誰でもかんたんに見られる!! 
晴れていれば、こどもから大人まで誰でも、道具なし、肉眼でかんたんに見られます。見ら
れる時間帯は、夕方か明け方です。 
宇宙空間を飛んでいる人工衛星が見られるって、一生ものの記念です!! 
 
どんなふうに見えるの? 
見え方は夜の飛行機によく似ています。見分けるポイントは、音と色です。 
ISSは、黄色っぽい色で光はひとつ、音もなく夜空を動きます。飛行機やヘリコプターは、赤
や緑の光が一緒に動き「ゴオー」という音がします。 
見られる日時が限られていて、場所により現れる方角や時刻もばらばらなのですが、かんた
んに調べられます。 



      
 
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!! 
ISSには、いつも数人の宇宙飛行士が搭乗しています。私たちが『きぼう』を見上げている間、
もしかして宇宙飛行士と向かい合っているかも？ 夢の対面のチャンスです!! 
それに・・・その通り道は、そのまま"宇宙飛行士のあしあと"ってことですよね。 
このイベントではちょっぴり大ざっぱですが、世界一かんたんな方法で、ISSの通り道を描き
出します。 
 
どうして通り道がわかるの？ 
ISSは、その通り道の両側数百キロの範囲からしか見られません。 
そこで、日本中から目撃報告を集めて、その場所を日本地図上に着色すれば、ISSの通り道を
中心に、太い帯状の通り道が現れる・・・というわけです。 
ふつう通り道(対地軌道)を出すためには精密機械で観測し難しい計算をするのに、 
この方法だと 一人一人は目撃報告するだけのかんたん作業、でも、大勢の皆さんの協力があ
ればできるんです。あなたの協力がかかせません! 
 
いつ・どこでやるの? 
日本人宇宙飛行士のフライトにあわせたイベントの実施日(観測日)をポータルサイトでお知
らせしています。 
その中で参加できる日に、自分のいるところからできるんです。 
参加を約束しなくてもOK、その後、報告をする・しないも自分で決められます。 
(でも、報告するとけっこう記念になりますよ!) 
 
 

君も『きぼう』を見逃すな, 
がんばっている宇宙飛行士を、 
地上から一緒に応援しよう！ 
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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! 
油井宇宙飛行士搭乗！ 

全国一斉目撃キャンペーンのまとめ 
 
 「夕方に日本列島を縦断するコース」の時、ISSは全国多くの場所から見ることができます。
その機会に全国の皆さんに呼びかけて、全都道府県から一緒にISSを見ようというのが、「全
国一斉目撃キャンペーン」です。 日本全国の都道府県が赤(天頂)・ピンク(東西南北)・グレ
ー(曇)に塗り分けられた地図は「日本全国から応援してます！」の証拠になるはず！日本人
宇宙飛行士が搭乗している時に行っているスペシャルなイベントです。 
 
★2015年7月31日 20:35頃 
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・皆さんからの報告の一覧表を掲載しています。
・２つ以上の都道府県から報告があった場合には、地図も掲載しています。

★2015年7月の観測
・2015年7月15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!

Arann 7月 15
日

夜中 3
時 35分 13東京都 192-

0045 西

最近６月から天候が悪く中々見れなくて今
日はばっちり西から3：34分～3：40分約6
分北北東へ・・・見れましたもう、観測を
続けて１００回は超えました友人にも伝え
て見えたときは感動を頂いてます、また観
測証明書を頂きましたPCにてうれしい一日
となりそうです　八王子の空からです!
(^^)!　JAXSAのデーターから観測しまし
た　また報告します

★★★　油井宇宙飛行士搭乗・ソユーズTMA-17M宇宙船（43S）出発　★★★
打ち上げ：　2015年7月23日午前6時02分（日本時間）
ISSへのドッキング：　2015年7月23日午前11時45分（日本時間）

・2015年7月27日
★7/23 油井宇宙飛行士搭乗後、初の報告です！

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!

しげる 7月 27 明け方 18分 18福井県 敦賀市 北

見え始めは、こちらに向かってくるように
見えました。明け方だったので、油井さん



日 4時 から夜景は見えなかったかな。

・2015年7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!

東工大附
属高科学
部

7月 30
日

夜7時
(19時) 52分 13東京都 1080023 南

缶サットチームは全国大会に向けてまだ作
っています。雲がいっぱいの中、満月に向
けて進む油井さんのISSが一瞬、見えまし
た！缶サット大成功祈願！宇宙からご利益
お願いします！

HI 7月 30
日

夜7時
(19時) 52分 13東京都 港区田町 南

油井宇宙飛行士がISSに行ってから初の観
測でした！思わず「油井さん！」と呼んで
しまいました（笑）

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
油井宇宙飛行士搭乗！全国一斉目撃キャンペーン 
・2015年7月31日

油井宇宙飛行士搭乗後初の、夕方に日本列島を縦断する好機で、油井宇宙飛行士も地上を見て下さっていました！

 
油井宇宙飛行士のtwitter(2015/7/30)より 

 

https://twitter.com/Astro_Kimiya/status/626888142839283712


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!

7月 31
日

夜8時
(20時) 37分 04宮城県 仙台市 天頂(頭上)

菅井たいこ 7月 31
日

夜8時
(20時) 37分 04宮城県 名取市 天頂(頭上) とっても輝いて見えました！

HaRuKiChi 7月 31
日

夜8時
(20時) 34分 04宮城県 天頂(頭上) 思った以上のスピードにびっくり。息子

と2人感動しました！

G 7月 31
日

夜8時
(20時) 30分 05秋田県 (天候不良)

今日は曇り空のため見ることができませ
んでした。油井宇宙飛行士の乗ったISSを
見ることができず残念です。油井宇宙飛
行士、5ヶ月の長期滞在頑張ってくださ
い！

katayude 7月 31
日

夜8時
(20時) 36分 06山形県 川西町 天頂(頭上)

hiro-nao 7月 31
日

夜8時
(20時) 36分 07福島県 969 天頂(頭上)

感激しました！まさか、あの宇宙船が肉
眼で見られるとは…♪でも、あの距離で
あの早さは凄い！あっという間に通り(!?)
過ぎていきました。明日、皆に自慢出来
そう!

星見太郎 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 08茨城県 神栖市 (天候不良)

七月に入ってから毎日のように、日が暮
れるともくもくと雲が広がってしまいま
す。

ひめまま 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 09栃木県 栃木市 西

どこだろーと子供と探していたところ、
明るく光って動いている「きぼう」を発
見して、感動しました。私にとっても、
子供にとっても初めての体験で、早速日
記に書いていました。夏休みの思い出に
なってくれればと思います。

7月 31
日

夜8時
(20時) 34分 11埼玉県 西

7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 11埼玉県 340 西

こんなにもはっきりと見えるとは思いま
せんでした。北斗七星よりも輝いて見え
ました。ISSのみなさんがそこで頑張って
いると思うと、感無量でした。

えっこ 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 11埼玉県 337 天頂(頭上)

初めは星を見ていて動かないな～なんて
思っていたら、星と同じ大きさのISSを発
見！子供達と大喜びで手を振りました！
結構早く移動しているのが見られて感動
です！北北東の方向に消えていくまで見
送りました。同じ苗字の者で光栄です！
無事帰還をお祈りしています！



ひまわり 7月 31
日

夜8時
(20時) 32分 11埼玉県 350 西

思っていた以上の速さで、びっくりしま
した。一緒に見ていた６年生の息子が、
不思議だね～と。こういうことに興味が
ない子だったので、良い経験になりまし
た。頑張ってください！

クマ 7月 31
日

夜8時
(20時) 30分 11埼玉県 330 (天候不良)

うまく見えなかったから次は頑張りたい
です。また、ISSで頑張っている宇宙飛行
士の皆さん応援しています。

メイフヤ 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 12千葉県 274 天頂(頭上)

油井さんが上空を飛んで行くのが不思議
な感じでした。娘はメッセージを書いた
画用紙を上空に掲げて応援していまし
た。

ゆきち 7月 31
日

夜8時
(20時) 36分 12千葉県 千葉市 北

二度目のISS観測でした。西の方の空から
現れて、4分くらいかけて北西をとおり、
北の空の遠くへ消えていきました。仰角
45度くらいを通ったようでしたが、思っ
たより高い位置に見えました。前回より
もはっきりと見えて嬉しいです。

はなまな 7月 31
日

夜8時
(20時) 32分 12千葉県 柏市松葉

町 南 とても綺麗でした！感動しました！油井
さんお仕事頑張ってください(^-^)

バッサー 7月 31
日

夜8時
(20時) 30分 12千葉県 柏市 天頂(頭上)

南西から頭上を通り北東へ、ワクワクし
ながら見送りました。瞬かない細い光の
束が、思いのほか早いスピードで通り抜
けました。頑張ってくださーい

Wish 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 12千葉県 市川市 北

実際に見てみると、思ったよりも「きぼ
う」が動く速さが速く驚いた。この観測
を学校のレポートの宿題に出そうと思っ
たが、今回の観測では、撮影、方位、高
度を全部一気にやろうと思ったせいで、
予定した観測の間隔が合わずうまくいか
なかった。次は8/3の観測で失敗しないよ
うに工夫したい。

全力ねーさ
ん 7月 31

日
夜8時
(20時) 15分 13東京都 152 南

初めて見ました！感動しました。それ
も、東工大のキャンパスから♪残業して
て、いいこともあるんですね。

7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 13東京都 品川区 北

7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 13東京都 世田谷区 西 油井さん、地球から応援してま～す！

まにょ 7月 31
日

夜7時
(19時) 34分 13東京都 葛飾柴又 西 ゆいさんに手ぇ振ってみた。

7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 13東京都 181 西 色々な実験を成功させて下さいね！

りーちゃん 7月
31
日

夜8時
(20時) 35分 13東京都 調布 天頂(頭上)

子どもと三人で見ました！思いっきり手
を振って頑張れ～！と叫びました！宇宙



のお仕事カッコよすぎです！

KOSUGE 7月 31
日

夜8時
(20時) 38分 13東京都 北

来月、缶サット甲子園が行われます。参
加する生徒さんの健闘を祈って、ついつ
い通過するISSに願を掛けてしまいまし
た。「彼らが宇宙に一歩近づけますよう
に！」油井さん、後に続く高校生を応援
してあげて下さい！

れおピー 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 13東京都 世田谷区 天頂(頭上)

とても早いスピードで夜空を駆け抜けて
行きました！肉眼で見えるなんて感動し
ました。油井さんに手を振りました。長
い時間のお仕事ですが、頑張ってくださ
い。ISSから見た日本列島はどんな感じで
したか？是非教えてください！

さんご 7月 31
日

夜8時
(20時) 36分 13東京都 203 西 科学の英知の光に感激しました

いっく 7月 31
日

夜8時
(20時) 36分 13東京都 161 北

待ち構えていた方角より少し西にずれて
いたような気がします。由井さん、頑張
って由井さんご自身の希望を叶えて下さ
ることが私達の希望です！

murasakino 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 13東京都 154 北 油井さんが手を振ってくださいって言っ

てたので、たくさん手を振りました。

hocna 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 13東京都 150 北

肉眼で見えて感動！　あ、あそこで働い
ている人がいるんだと思うと、感慨深い
気持ちになりました。がんばれ、スペー
スフロンティア。

りん 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 13東京都 100 北 伊豆大島の日の出浜で見ました友達と一

緒に見ました　よく見えました!

Arann 7月 31
日

夜10
時 (22
時)

33分 13東京都

八王子上
空　時間
通りに仰
角51度
となって
ましたが
首が痛く
なるほど
の角度
70度く
らいあり
ました
ね、よく
見えまし
た

天頂(頭上) 由井亀美也さんの活躍を楽しみに下界で応援してます

よーくん 7月
31
日

夜7時
(19時) 36分 13東京都 153 天頂(頭上)

時間をはかりながら外に出たら、みえた
ので、うれしかった。ゆっくり動いてい
るみたいにみえた。大人になったらそっ
ちからちきゅうをみたいです。



M.S 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 13東京都 わからない

東工大附属
高校科学部 7月 31

日
夜8時
(20時) 37分 13東京都 港区田町 天頂(頭上)

全国一斉目撃キャンペーンありがとうご
ざいました！私達は田町駅で観測を行い
ました。20人ほど人が集まって、皆で油
井宇宙飛行士に手を振りました！

CHOHM 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 13東京都 北

ISSがすーっと通り過ぎていく様子は感動
モノでした！思わず、油井宇宙飛行士に
願い事をしてしまいました。もっと星を
上手に撮影したいなあと。油井さん、頑
張ってください！

7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 13東京都 西

いずみん 7月 31
日

夜8時
(20時) 40分 13東京都 167 北 早かったです。宇宙にいるのに、見える

なんて感動しました。

Abc 7月 31
日

夜8時
(20時) 38分 13東京都 港区 北

今までで、一番綺麗に見えました！あそ
こに人がいると思うと人間ってすごいな
と思います。油井さーんガンバレ!

haru 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 14神奈川県 2400033 北 実験頑張って！！

しょうちゃ
んママ。 7月 31

日
夜8時
(20時) 35分 14神奈川県 211 西

思った以上にハッキリ明るく見えて感動
しました！ぐんぐん進んでいく速さにビ
ックリでした。ニュースで映像は良く見
ていましたが、肉眼で見るとより興奮し
ますね！遠い存在の宇宙が身近に感じら
れて、なんだか興味が出てきました！子
供も喜んでました！

まるちゃん 7月 31
日

夜7時
(19時) 38分 14神奈川県 249 西

雲が出ていて、観測できないかとおもっ
ていたら、晴れてきて、ISSが良く観えて
興奮しました！油井飛行士頑張って下さ
い

いあっちの
母 7月 31

日
夜8時
(20時) 33分 14神奈川県 横浜市 天頂(頭上)

祖父母、小４の息子、通りすがりのご近
所さん達数名で見ていました。ブルーム
ーンの明かりを背に動くISSは肉眼でもは
っきり見ることができました。

7月 31
日

夜8時
(20時) 36分 14神奈川県 244 天頂(頭上) 肉眼ではっきり見えて、感動しました！

Qちゃん 7月 31
日

夜8時
(20時) 34分 14神奈川県 相模原市 北

あの星の光の中では宇宙飛行士の皆さん
が頑張っていることに感動しながら眺め
ていました

HI 7月 31
日

夜8時
(20時) 37分 14神奈川県 港区田町 天頂(頭上)

久し振りにハッキリとISSを見ることがで
きました！たくさんの人達と一緒に観測
できて楽しかったです！

31 夜8時



7月 日 (20時) 35分 14神奈川県 横浜市 北

かこ 7月 31
日

夜8時
(20時) 38分 14神奈川県 相模原市

中央区 天頂(頭上)

ISSを肉眼で観たのは2回目ですo(＞∀＜
*)oあそこに人が、油井さんがいらっしゃ
るかと思うと感動と共に誇らしい気持ち
でいっぱいです(＞_＜。)

ふーこ 7月 31
日

夜8時
(20時) 34分 14神奈川県 横浜市 天頂(頭上)

横浜でのISS初観測。もわ～～～とした空
気と空の様子に、今回は見えるかなぁ？
と思いましたが・・・あの光がツツーと
夏の夜空に！手を振りながら、「油井さ
ーん」と呟きました。宇宙飛行中のご活
躍を願い、観測後にビールをいただきま
した。

りりちゃん 7月 31
日

夜8時
(20時) 30分 17石川県 輪島市 東 宇宙ステーションなのか自信がないです

がそうであってほしい！

しげる 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 18福井県 敦賀市 天頂(頭上)

油井さんが搭乗してからは初めての好条
件。天気も良く満月で、よく見えまし
た。

ゆきたん 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 20長野県 飯綱町 天頂(頭上)

音もなくすい～っと、動く星といった感
じ！感動しました。嬉しいです。機会が
あったらまた是非見たいです！

7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 20長野県 389-

2302 天頂(頭上)

よはく 7月 31
日

夜7時
(19時) 35分 21岐阜県 天頂(頭上)

アンジュ 7月 31
日

夜8時
(20時) 30分 21岐阜県 西 すごい!!感激しました!!

科学部きつ
ね 7月 31

日
夜8時
(20時) 33分 21岐阜県 天頂(頭上)

空が広く、2分以上観測できました。街頭
はなかったですが、月が明るかったので
東京で見た時より少し暗く見えました。
その時よりもスピードが少し遅かったで
す。

てらちゃん 7月 31
日

夜8時
(20時) 34分 23愛知県 484 西

ご近所の御家族らで見ました！ 飛行機を
見つけてあれだ！星を見つけてあれだ！
とワイワイやりながら、ブルームーンの
夜空を眺めていたら…突然、明るく光が
やってきて、歓声が上がりました！ みん
なで手を振りましたが見えました？？ 元
気で、ガンバって下さいね?~

ばろん 7月 31
日

夜8時
(20時) 32分 23愛知県 江南市 西

子供と一緒にISSを見に、８時半頃から空
を眺めてたら明るい星がスーッと通るの
を発見しました！

よーやん 7月
31
日

夜8時
(20時) 33分 23愛知県 豊明市 天頂(頭上) 93歳の祖母と手を降ったよ！

家族から今日ISSが見えるよという話を聞



かず 7月 31
日

夜8時
(20時) 34分 24三重県 天頂(頭上)

いてその時間を待ちました。実際にISSが
南西方向からふっと姿を現した時、なん
とも言えない嬉しさと、小さいけれど強
く光るその形にビックリしました。その
光の先（中）には、油井さんを始めとし
た飛行士の皆さんが活動されていると思
うと凄く感動しました。「油井さん見え
てるよー」って近所迷惑にならない程度
に声出して手を振りました（笑）大人に
なってから、夜空を見る機会が減ってい
たので、今日みたいな素敵な観察ができ
たことが何より嬉しかったです。

ちょうやん 7月 31
日

夜8時
(20時) 32分 24三重県 516 北

以外に大きいと感じました。そして、元
気で任務に励んでください。期待してま
す。

ゆうかりん 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 24三重県 514 天頂(頭上)

雲ひとつなく、頭上、やや北寄りにはっ
きり見えました。明るい光が移動してい
てすぐ見つけることができ、思わず手を
振りました！感激しました！

みゆまる 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 27大阪府 573 天頂(頭上) 感動感動！！！！あの星の中に地球人が6人もいる！油井さん頑張って～(≧▽≦)

はちことり 7月 31
日

夜8時
(20時) 40分 27大阪府

大阪府寝
屋川市田
井西公園

東

みえました！飛行機の光でもなく、星が
流れるかのようにお祭り会場からみえま
した良い思い出になりました無事帰還待
っています

りゅう 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 27大阪府 562 天頂(頭上) ISSに向かっていっぱい手をふりました！

なおくん 7月 31
日

夜8時
(20時) 37分 27大阪府 598 天頂(頭上) ISSに向かって手を振りましたよ！^_^

つばさ 7月 31
日

夜8時
(20時) 33分 27大阪府 豊中市 北

油井飛行士様ミッションの結果が豊かな
社会を造ることに役立てば最高ですね。
宇宙滞在中の安全飛行をお祈りしていま
す。

マル 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 28兵庫県 宝塚市 西 ばっちり見えました☆

みきなま 7月 31
日

夜8時
(20時) 40分 28兵庫県 666 天頂(頭上)

点滅してなかったのでたぶんそうだった
と思います。本当に見えるなんて、感動
しました！

シエナ 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 34広島県 福山市 天頂(頭上)

天頂よりわずかに北寄り？まさか本当に
見えるとは！羽の感じもうっすらわか
り、感動でした。油井さんもこちらを見
てくれていたのかなあー

ゆき 7月
31
日

夜8時
(20時) 34分 35山口県 7440011 天頂(頭上)

綺麗に光って見えました！一生懸命手を
振る子供の姿が微笑ましかったです（中
高生なんですが・・・）



みつよ 7月 31
日

夜8時
(20時) 31分 35山口県 755 天頂(頭上)

初めて観ることができ感激しています。
想像以上に明るくびっくりしました。力
強く！進んでいました。あの光の中に油
井さんがいらっしゃるんですね。感慨も
ひとしおです。今日は、宇宙から日本の
夜景をご覧になったのでしょうか。どう
ぞお身体に気をつけて頑張って下さい。

繁光安里紗 7月 31
日

夜8時
(20時) 35分 37香川県 高松市 北

本当に見えるのかなと思っていたら、本
当に見えた！初めて見えた＆★嬉しかっ
た、頑張ってください！

513 7月 31
日

夜8時
(20時) 34分 43熊本県 天頂(頭上) ほぼ天頂を通過しました。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
★2015年8月の観測
・2015年8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 8月 1日 夜中 3

時 6分 04宮城県 名取市 天頂(頭上) 日本の上を通過中は、油井さんはどんなミッションしてたんでしょうか？

ミッフィ
ー 8月 1日 夜7時

(19時) 43分 04宮城県 仙台市 南

あまりにも月が綺麗なオレンジ色で見惚れ
ていたら、偶然にも初めて見ました。本当
に名前の通り人類の希望だなぁなんて幸せ
な気分になりました。

星見太郎 8月 1日
夜9時

17分 08茨城県 神栖市 (天候不良) ２１時を過ぎても雲が広がってました。



(21時)

愛理 and
心咲 8月 1日 夜7時

(19時) 45分 11埼玉県 所沢市 南
愛理(12才):遠い宇宙にいるのに、地球か
ら見えるのが不思議だった。心咲(3才):う
ちゅう…？すごーい！

メイフヤ 8月 1日 夜8時
(20時) 40分 12千葉県 船橋市 天頂(頭上)

昨日に続き、油井さんに向かって手を振り
ました。昨日よりも長い時間観測する事が
出来た気がします。油井さん 頑張れ！

りな 8月 1日 夜7時
(19時) 40分 13東京都 池上本門

寺 天頂(頭上)
思ったより速い速度で進んでいました。
issが見れて嬉しかったです。油井さん、宇
宙で頑張って下さい！

kumiko 8月 1日 夜7時
(19時) 38分 14神奈川県 横浜 天頂(頭上)

感激しました。　そしてまた、宇宙でがん
ばっていらっしゃる方々に思いを馳せまし
た。地球より、応援しています。

neko 8月 1日 夜7時
(19時) 46分 14神奈川県 天頂(頭上) 宇宙と繋がってる気がしてどきどきしました

きよみち
ゃん 8月 1日 夜9時

(21時) 12分 14神奈川県 252 東 月の近くをキラキラ光りながら通過してい
く様がきれいでした。幸せです(*́∀｀*)

しげる 8月 1日 夜8時
(20時) 42分 18福井県 敦賀市 天頂(頭上) 今日も見えました。

よはく 8月 1日 夜7時
(19時) 40分 21岐阜県 天頂(頭上)

tn 8月 1日 夜7時
(19時) 40分 23愛知県 491 東 明るい！早い！良い体験になりました。

8月 1日 夜7時
(19時) 40分 25滋賀県 5201221 南 明るく高速で移動。約２分ぐらいで見えな

くなりました。感激です。

8月 1日 夜7時
(19時) 42分 26京都府 亀岡市 天頂(頭上)

8月 1日 夜9時
(21時) 19分 26京都府 亀岡市 北 一日に２回、初めて観測することができま

した。

よもぎ 8月 1日 夜8時
(20時) 42分 29奈良県 橿原市 南

日没後、暗くなってきた時に、ベランダか
ら見える南西の竹藪から、明るく輝く光
が！！スイィィーと移動していきました。
あんなに光っていたら、船内は光源が要ら
ないかも！！昨夜は月もきれいに見えまし
た。ISSも、きれいに輝いていました。

j monster 8月 1日 夜9時
(21時) 17分 34広島県 広島市 北

今度の目撃も偶然でした。なので時間も一
分ほど。はるか北の空に小さく見えたと思
ったらけし粒ほどになり見えなくなりまし
た。　油井さんや皆さんの無事の滞在を祈
ります。

8月 1日 夜9時
(21時) 16分 34広島県 731 西

菅井たい
こ 8月 1日 夜中 3

時 6分 04宮城県 名取市 天頂(頭上) 日本の上を通過中は、油井さんはどんなミッションしてたんでしょうか？



愛理 and
心咲 8月 1日

夜7時
(19時) 45分 11埼玉県 所沢市 南

愛理(12才):遠い宇宙にいるのに、地球か
ら見えるのが不思議だった。心咲(3才):う
ちゅう…？すごーい！

メイフヤ 8月 1日 夜8時
(20時) 40分 12千葉県 船橋市 天頂(頭上)

昨日に続き、油井さんに向かって手を振り
ました。昨日よりも長い時間観測する事が
出来た気がします。油井さん 頑張れ！

りな 8月 1日 夜7時
(19時) 40分 13東京都 池上本門

寺 天頂(頭上)
思ったより速い速度で進んでいました。
issが見れて嬉しかったです。油井さん、宇
宙で頑張って下さい！

kumiko 8月 1日 夜7時
(19時) 38分 14神奈川県 横浜 天頂(頭上)

感激しました。　そしてまた、宇宙でがん
ばっていらっしゃる方々に思いを馳せまし
た。地球より、応援しています。

neko 8月 1日 夜7時
(19時) 46分 14神奈川県 天頂(頭上) 宇宙と繋がってる気がしてどきどきしました

きよみち
ゃん 8月 1日 夜9時

(21時) 12分 14神奈川県 252 東 月の近くをキラキラ光りながら通過してい
く様がきれいでした。幸せです(*́∀｀*)

しげる 8月 1日 夜8時
(20時) 42分 18福井県 敦賀市 天頂(頭上) 今日も見えました。

よはく 8月 1日 夜7時
(19時) 40分 21岐阜県 天頂(頭上)

tn 8月 1日 夜7時
(19時) 40分 23愛知県 491 東 明るい！早い！良い体験になりました。

8月 1日 夜7時
(19時) 40分 25滋賀県 5201221 南 明るく高速で移動。約２分ぐらいで見えな

くなりました。感激です。

8月 1日 夜7時
(19時) 42分 26京都府 亀岡市 天頂(頭上)

8月 1日 夜9時
(21時) 19分 26京都府 亀岡市 北 一日に２回、初めて観測することができま

した。

よもぎ 8月 1日 夜8時
(20時) 42分 29奈良県 橿原市 南

日没後、暗くなってきた時に、ベランダか
ら見える南西の竹藪から、明るく輝く光
が！！スイィィーと移動していきました。
あんなに光っていたら、船内は光源が要ら
ないかも！！昨夜は月もきれいに見えまし
た。ISSも、きれいに輝いていました。

j monster 8月 1日 夜9時
(21時) 17分 34広島県 広島市 北

今度の目撃も偶然でした。なので時間も一
分ほど。はるか北の空に小さく見えたと思
ったらけし粒ほどになり見えなくなりまし
た。　油井さんや皆さんの無事の滞在を祈
ります。

8月 1日 夜9時
(21時) 16分 34広島県 731 西

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


 



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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年8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!

星見太郎 8月 2日 夜8時
(20時) 23分 08茨城県 神栖市 (天候不良)

Arann 8月 2日 夜中 3
時 46分 13東京都 hachioji 南

目覚ましをかけて3：46　正確に出てきま
した西北西～南南東仰角２８度となってま
したが約４５度くらい高い位置で見えまし
たあ！ここんとこ寝不足ですＺＺＺ・・・
今日から夕方ですね応援です！

HI 8月 2日 夜中 2
時 16分 14神奈川県 金沢区 (天候不良)

地平線近くに見えるかなぁと思いました
が、靄がかかっていて観測できませんでし
た.．．

しげる 8月 2日 夜8時
(20時) 24分 18福井県 敦賀市 西 小さな光でしたが見えました

j monster 8月 2日 夜8時
(20時) 24分 34広島県 広島市 北 昨日と同じような時間に同じようなコース

で見ることができました。

513 8月 2日 夜8時
(20時)

24分 43熊本県 西



orca 8月 2日 明け
方 5時 25分 47沖縄県 宮古島 西

日の出前、少し明るくなった快晴の空に、
満月に近い月の近くを飛行している[きぼ
う]を観ました。初めての体験と油井さん
が乗っていらっしゃり感動ひとしおでし
た。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年8月3日

油井さんも手を振って下さっていたそうです！
→油井さんのtwitter(2015/8/03)より

　 

 

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 8月 3日 夜7時

(19時) 34分 04宮城県 名取市 天頂(頭上) 今日もキレイに見えました！

ミッフィ 8月 3日 夜7時 33分 04宮城県 仙台市 北 宇宙と繋がっていることが実感できて、と

https://twitter.com/Astro_Kimiya/status/628149633206890496
https://twitter.com/Astro_Kimiya/status/628153124662939648


ー (19時) ても感動しました。また見たいです。

星見太郎 8月 3日 夜7時
(19時) 28分 08茨城県 神栖市 (天候不良)

今回　広がった雲のせいで、油井さんの姿
を一回も見る事ができず、とても残念で
す。さらに、なぜか目撃報告ページにつな
がらずに、報告が遅れてしまいました。

みんみん 8月 3日 夜7時
(19時) 33分 12千葉県 船橋市 西

ドキドキした近所のバス停でみていたが、
見えた見えたとはしゃいでいる我々をよそ
に、普通にバスから降りて帰宅する人達‥
気がつかないのかな？もったいない。さほ
ど珍しい存在でもなくなったのか？ちょっ
と、宇宙が身近に感じた

sci 8月 3日 夜7時
(19時) 30分 13東京都 田町 西 肉眼で見られて感動しました

B・P 8月 3日 夜7時
(19時) 30分 13東京都 港区 西

これで三回目でしたが、何度見ても面白か
ったです。実際に動いているのを見るとISS
が身近に感じられました。

kosuge 8月 3日 夜7時
(19時) 35分 13東京都 北

油井さん、忙しいのに見てくださってあり
がとうございます。みんなで楽しく見上げ
てます。

8月 3日 夜7時
(19時) 30分 13東京都 田町 西

しげる 8月 3日 夜7時
(19時) 34分 18福井県 敦賀市 天頂(頭上) きれいに見えました

大ちゃん
ず 8月 3日 夜7時

(19時) 32分 24三重県 512 北

油井さん見えたかな？？初めてISSを見て、
とっても感動した。思っていたより、速さ
が速くてびっくりしました。雲が厚くて、
長くは見れなかったけど、とっても貴重な
体験をさせていただきました！宇宙はとっ
ても遠いと思っていたけれど、見えたこと
によって、親近感がもてました。近い将来
簡単に宇宙に行けるかな？

つばさ 8月 3日 夜8時
(20時) 29分 27大阪府 豊中市 (天候不良) 雲が多く、見ることができませんでした。

j monster 8月 3日 夜7時
(19時) 30分 34広島県 広島市 天頂(頭上)

広島は見えないことになってましたが、し
っかり見えました。　地上は暑いけど　iss
の中は　快適そうですね！

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年8月4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!

こんこん 8月 4日 夜8時
(20時) 17分 13東京都 133 西 あの中に人がいると思うと、感動しまし

た！ まさか、肉眼で東京から見えるとは

・2015年8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!

田中 8月 13
日

夕方6
時 (18
時)

0分 14神奈川県 2110066 西

日時は確かでないのですがその週のその日
あたりに、夕方～夜の頃に洗濯物を取るこ
む時に、空の飛行機などの光や星を眺めて
いたら、自宅から富士山の方角に西側北か
ら南に向けて消えない流星のようなとても
早い光を見ました。テレビで見た見え方に
似ていたのでこちらに投稿しました。はじ
めは何だかわからなかったのでとても神秘
的でした。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年8月15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!

星見太郎 8月 15
日

夜8時
(20時) 14分 08茨城県 神栖市 (天候不良)

・2015年8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!

星見太郎 8月 17
日

夜8時
(20時) 3分 08茨城県 神栖市 (天候不良) ゲリラ豪雨の雲が邪魔をして見られません。

・2015年8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!

星見太郎 8月 18
日

夜7時
(19時) 10分 08茨城県 神栖市 北 油井さんが搭乗してから初めて見る事がで

きました。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年8月19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!

星見太郎 8月 19
日

夜7時
(19時) 52分 08茨城県 神栖市 (天候不良) 薄い雲か　濃い霧か　星も見えません。　

・2015年8月20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!

星見太郎 8月 20
日

夜7時
(19時) 0分 08茨城県 神栖市 (天候不良) 朝からの雨が、止みません。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年8月21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!

星見太郎 8月 21
日

夜7時
(19時) 43分 08茨城県 神栖市 南 雲の間から　良く見えました。

くもじぃ1 8月 21
日

夜7時
(19時) 45分 13東京都 1820006 西 南西の方角で雲の切れ目より確認

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年8月22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!

星見太郎 8月 22
日

夕方6
時 (18
時)

50分 08茨城県 神栖市 天頂(頭上) 少し雲が有りましたが、最後まで首が痛くなるほど長く楽しめました。

j
monster8 8月

22
日

夜8時
(20時) 26分 34広島県 広島市 西 低いところを南へ飛んでいきました。　高

い建物の間、僅か数秒観測できました。

・2015年8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!

8月 23
日

夜7時
(19時) 34分 26京都府 亀岡市 南

星見太郎 8月 23
日

夜7時
(19時) 34分 08茨城県 神栖市 (天候不良) 台風の影響なのか　厚い雲が早く流れていました。

・2015年8月26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!

HI 8月 26
日

夕方6
時 (18
時)

29分 14神奈川県 金沢区 (天候不良) ISSを見ようと思ったら曇ってました！残念！

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
★2015年9月の観測
・2015年9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!

さすらい
にん 9月 8日 明け方

5時 13分 46鹿児島県 890 天頂(頭上) 雲の合間に見えた。ヤッター　すごい。無事な飛行を。

・2015年9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!

Aran（ア
ラン） 9月 13

日
明け方
4時 1分 13東京都 八王子 南

ここんとこ雨と曇りが続いてなかなか会え
ませんでしたが、久しぶりに西から北北東
にゆっくりと約4分しっかりと確認できまし
た 由井さんのツイッターたのしみで見てま
すよ
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
★2015年10月の観測
・2015年10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!

かっか 10
月 2日

夕方6
時 (18
時)

38分 22静岡県 静岡市
駿河区 南

・2015年10月4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!

ゴクーゴ
ーゴー

10
月 4日

夕方6
時 (18
時)

32分 18福井県 越前市 天頂(頭上) 最近目視出来る時間が前よりも4分ほどズレて来ているように思う。



浦島嘉
則、香寿
子

10
月 4日

夕方6
時 (18
時)

32分 24三重県 四日市
市 天頂(頭上)

明るく、静かにスーーツと観れました、本
当に明るく、大きくて、すごくうれしかつ
たです。スマホで写真撮りましたが、ボヤ
けてました、速いので、日本の実験棟きぼ
う、すごいーと、６日も観れたのですが、
かなり、高く飛んでて、小さかったです。
２日も観れてうれしかつたです。四日市か
ら、応援してます。

ルル 10
月 4日

夕方6
時 (18
時)

30分 25滋賀県 大津市 南
南東の空を見てたら、頭上から流れ星みた
いに落ちていきました！一瞬でしたが見れ
て嬉しかったです。

10
月 4日

夕方6
時 (18
時)

31分 26京都府 亀岡市 天頂(頭上)

深瀬智枝 10
月 4日

夕方6
時 (18
時)

29分 28兵庫県 661-
0046 天頂(頭上) 思ったより、大きく見えたので感動しました。

ふみ 10
月 4日

夕方6
時 (18
時)

30分 43熊本県 861 南
息子2人とみました！宇宙飛行士になるのが
夢なので、大興奮でした。キレイでビック
リです。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
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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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年10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!

10
月 6日

夕方6
時 (18
時)

34分 26京都府 亀岡市 北

j monster 10月 6日
夕方6
時 (18
時)

22分 34広島県 広島市 北 秋の澄んだ空を鮮やかに突っきって行きま
した。

・2015年10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!

前に見えたときの方が はっきりゆっくり見
えました。今回は でも、はっきり見えまし



宇宙人ア
ミ

10
月

10
日

明け方
4時 0分 22静岡県 清水区

424 南
た。ピカー☆と短く見えました。 いつも
月を見るときに、たまたま見るので、今は
油井さんが☆と思うと嬉しくなります！！
地球の国境は、見えないはずなので、地球
人として活躍してる方々、誇りに思いま
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ISS観測イベント

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年10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!

しげる 10
月

23
日

夕方6
時 (18
時)

5分 18福井県 敦賀市 北 久しぶりに見ることができました。油井さ
んのtwitterも楽しみです。

PHOENIX 10月
23
日

夕方6
時 (18
時)

3分 27大阪府 596 東
そこは宇宙なんだぁ～！って感動しました
＼(^o^)／
今日も見上げてみます(^^ゞ

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年10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!

梅下 10
月

24
日

夕方6
時 (18
時)

49分 13東京都
武蔵野
中央公
園

西

久しぶりの報告です。曇り空で高度も低か
ったので今日もダメかなと思っていました
が、幸運にもかすかな光を発して通過する
ISSを見ることが出来ました。

・2015年10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!

梅下 10
月

25
日

夕方5
時 (17
時)

56分 13東京都
武蔵野
中央公
園

西 快晴の南天を明るい光を放って進むISSの全
ての航跡を見ることが出来た。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
★2015年11月の観測
・2015年11月4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 11
月 4日 明け方

5時 50分 18福井県 敦賀市 南 朝が近づく明るさの中、見えました。月と
惑星もきれいでした。

・2015年11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!

しげる 11
月 6日 明け方

5時 40分 18福井県 敦賀市 西 雲もあったのですが、隙間からチラチラ見
えました。

・2015年11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!

HI 11
月 7日 明け方

4時 50分 14神奈川県 横浜市 (天候不良) 昨日まで晴れてたのに、起きてみれば全天曇りでした…悔しいです！

東工大附
属高校科
学部

11
月 7日 明け方

4時 50分 13東京都 (天候不良)

金星・木星・火星・細い月のそばを通過す
るISSを撮影しようと思いましたが、完璧な
曇りでした。しかも、日が出てくると同時
に雲が減って日が射してきました・・・
応援だけ、ばっちりで！



・2015年11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!

jsbachlove 11月
27
日

明け方
4時 50分 13東京都 多摩市 南

突然現れたのは、その瞬間から太陽の光が
当たったのでしょう。シリウスと同じくら
い光っていました。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
★2015年12月の観測
・2015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!

12
月 2日

夕方5
時 (17
時)

50分 14神奈川県 250 南
初めてissを見ました。あの中に宇宙飛行士
の方がいて遠い地球かも見えることに感動
しました。

・2015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!

星見太郎 12
月 3日

夕方5
時 (17
時)

50分 08茨城県 神栖市 (天候不良) 前日から、雨が降り続いています。

HI 12
月 3日

夕方5
時 (17
時)

52分 14神奈川県 横浜市
金沢区 南

はやぶさ2が2時間後にスイングバイをする
空にISSが通りました！スイングバイも全国
一斉目撃キャンペーンも楽しみです！

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS



 



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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
★2015年12月の観測

油井宇宙飛行士搭乗！全国一斉目撃キャンペーン 
・2015年12月4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!

星見太郎 12
月 4日

夕方6
時 (18
時)

34分 08茨城県 神栖市 わからない 仰角が低すぎたのか、山の陰に隠れている
のか。　

梅下 12
月 4日

夕方4
時 (16
時)

59分 13東京都
武蔵野
中央公
園

東
富士山が夕焼けに染まるころ、全国一斉目
撃キャンペーンの前哨戦として、南東の空
を低く通過するISSが良く見えた。



梅下 12
月 4日

夕方6
時 (18
時)

33分 13東京都
武蔵野
中央公
園

西
本日2度目のISSを見ることが出来た。西の
空を駆け上がって行った、ISSが天頂近くで
見えなくなった。

12
月 4日

夕方6
時 (18
時)

33分 26京都府 亀岡市 西
最初の見え始めだけで、これからという時
に厚い雲にかかってしまった。残念でした
が、観測できたのでよかった。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
油井宇宙飛行士搭乗！全国一斉目撃キャンペーン 
・2015年1２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!

星見太郎 12
月 5日

夕方5
時 (17
時)

41分 08茨城県 神栖
市 天頂(頭上)

雲一つ無い絶好の観測日和、澄んだ空気の
せいかはっきりと、長く、見る事ができま
した。

みみちゃん 12
月 5日

夕方5
時 (17
時)

40分 11埼玉県 天頂(頭上) 初めて観ました。感動しました。すごいですよね！頑張ってください&#8252;

髭男
12
月 5日

夕方5
時 (17 43分 13東京都 調布 天頂(頭上)

雲一つ無くはっきりと光るISSが見えまし
た．油井宇宙飛行士の帰還を楽しみに待っ



時) てます．

梅下 12
月 5日

夕方5
時 (17
時)

45分 13東京都

武蔵
野中
央公
園

天頂(頭上) 時間通りに現れたISSが明るく輝きながら天頂を通過した。

東工大附属高
校科学部

12
月 5日

夕方5
時 (17
時)

43分 13東京都 天頂(頭上)

油井宇宙飛行士、一週間後には地球です
ね。たくさんのおみやげ話しを楽しみにし
ています！ラストスパートで宇宙生活を楽
しんで下さい。明後日も見てラストスパー
トで応援します！参加して下さった皆さ
ん、寒い中ありがとうございます！風邪を
ひかないように気をつけて下さい

HI 12
月 5日

夕方5
時 (17
時)

42分 14神奈川県
横浜
市金
沢区

天頂(頭上)

久々の天頂通過！イベントにふさわしいく
らい見えやすかったです！自撮りに挑戦し
てみましたが中々難しく、撮れませんでし
た(>_<)

TAKEMOTO 12月 5日
夕方5
時 (17
時)

40分 27大阪府 枚方
市 南

ささき 12
月 5日

夕方5
時 (17
時)

42分 30和歌山県 海南
市 天頂(頭上) 後半雲に隠れてしまいましたが町明かりの中でもはっきり見えました！

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
油井宇宙飛行士搭乗！全国一斉目撃キャンペーン 
・2015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!

星見太郎 12
月 7日

夕方5
時 (17
時)

35分 08茨城県 神栖市 西 薄曇りの中、ぼやけた光でしたが、十分に
観測できました。　

Tsf 12
月 7日

夕方5
時 (17
時)

34分 13東京都 台東区 北
油井さん！見えましたよー！金曜日の帰還
頑張ってください！(撮ろうと思ったのです
が、周りが明るくて残念…)

梅下
12
月 7日

夕方5
時 (17 33分 13東京都

武蔵野
中央公 西

今日のISSは５日の天頂通過の際の明るさに
比べてはるかに暗かった。５日に写真を撮



時) 園 るべきだった、と大いに反省！

科学部　
狐

12
月 7日

夕方5
時 (17
時)

34分 13東京都 北

今回、スマホを使ってＩＳＳとの自撮りに
挑戦しました。しかしＩＳＳは以前より少
し暗く光っていたので、残念ながらカメラ
にうつりませんでした。ＩＳＳは空の低い
ところを飛んでいたので、観測しやすかっ
たです。

HI 12
月 7日

夕方5
時 (17
時)

34分 14神奈川県 横浜市
金沢区 (天候不良)

空全体に薄く雲がかかってしまっていて、
ISSを見つけることができませんでした(>_<)
他のところでは見えたかな。

しげる 12
月 7日

夕方5
時 (17
時)

35分 18福井県 敦賀市 北
退勤中の車を止めて眺めました。もうすぐ
帰還される油井さんに、思いっきり手を振
りました。

つばさ 12
月 7日

夕方5
時 (17
時)

33分 27大阪府 枚方市 北 思っていたより天頂近くを飛行していまし
た。油井飛行士、お疲れ様でした。

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/


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

きぼう、みーつけた!

油井宇宙飛行士ISS長期滞在の結果
・2015年1２月９日：油井宇宙飛行士帰還直前！

 

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 12
月 9日

夕方5
時 (17
時)

25分 18福井県 敦賀市 北

職場の駐車場で時間が来るのを待っていた
ら、社長と顧問も来たので一緒に見まし
た。二人とも初めてだったようです。ISSは
少し赤みをおびて見えました

12
月 9日

夕方5
時 (17
時)

25分 26京都府 亀岡市 北



★★★　油井宇宙飛行士搭乗・ソユーズTMA-17M宇宙船（43S）帰還　★★★
　ISSからの分離：2015年12月11日午後6時49分（日本時間）
　着陸：2015年12月11日午後10時12分頃（日本時間）

・2015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!

梅下 12
月

25
日

夕方5
時 (17
時)

50分 13東京都
武蔵野
中央公
園

西
雲量9.5と思われる南天の雲の隙間を縫って
明るく光るISSを奇跡的に見ることが出来
た。最高のクリスマスプレゼントか？

・2015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!

12
月

28
日

明け方
5時 50分 14神奈川県 243-

0401 北
朝の散歩時に北斗七星と北極星を結んだ線
を横切って行った。何時も定位地で北斗七
星と北極星を確認している

東京工業大学附属科学技術高等学校 科学部
ウチュウヒコウシのあしあと、はっけん!
国際宇宙ステーション観測イベント Discover the ISS

http://www1.hst.titech.ac.jp/club/sci_club/
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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! 
油井宇宙飛行士ISS第44/45次長期滞在記念 
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