
【過去問（一部紹介）】 

【〇×問題】 【答え】 【正しくは】 

望遠鏡を初めて星空に向けたのは、ガリレオである。 ○ 

 すばる望遠鏡があるのは、ハワイである。 ○ 

 1990年、アメリカが打ち上げた宇宙望遠鏡の名前は「ハッブル」である。 ○ 

 人類史上初の有人月面着陸をしたのは、アポロ１１号である。 ○ 

 国際宇宙ステーションが飛んでいる高さは、 

地上からおよそ４００ｋｍである。 
○ 

 2017年現在、人類は、火星に行ったことがある。 × ない 

国際宇宙ステーションなどの人工衛星は、 

地上から肉眼でも見ることができる。 
○ 

 うしかい座のアルクトゥールスの意味は「麦星」である。 × 熊の番人 

地球から最も近い１等星は「シリウス」である。 × ケンタウルス座α星 

北極星は、太陽系内にある。 × 太陽系外の恒星 

さそり座のアンタレスの意味は、「火星の敵」である。 ○ 

 おおいぬ座のシリウスの意味は、「犬の鼻」である。 × 焼き焦がすもの 

おとめ座のスピカの意味は、「とがったもの」である。 ○ 

 星座を作る恒星の中で、最も明るく見える１等星は、 

おおいぬ座の「シリウス」である。 
○ 

 星座を作る恒星の中で、最も暗く見える１等星は、 

しし座の「レグルス」である。 
○ 

 北斗七星にある、二重星の名前は「ミザールとカストル」である。 × ミザールとアルコル 

ギリシャ神話に登場するカシオペア座とアンドロメダ座、 

２人の関係は親子である。 
○ 

 「北斗七星」座はない。 ○ 

 ８８星座の中で、最も大きいのは「おおぐま座」である。 × うみへび座 

光の速さは、１秒間に地球を７周半まわることができる。 ○ 

 夏と冬、同じ時間で測ると、影が長いのは夏である。 × 冬 

火球とは、明るい流星のことである。 ○ 

 太陽から飛んでくる高エネルギーの電子やイオンのことを太陽風という。 ○ 

 月の光で日焼けすることがある。 × しない 

ブラックホールは、光さえも吸収している。 ○ 

 一般的に、銀河系とは、銀河すべての総称である。 × 天の川銀河のみ 

地球から距離が最も遠い１等星は「シリウス」である。 × デネブ 

月食が起こる時の並び順は、「太陽・月・地球」である。 × 太陽・地球・月 

ペルセウス座流星群のもととなる母天体は 

「スイフト・タットル彗星」である。 
○ 

 北と天頂と南を結んだ線のことを「子午線」と呼ぶ。 ○ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽の見かけの通り道を「黄道」と呼ぶ。 ○ 

 月の見かけの通り道を「白道」と呼ぶ。 ○ 

 宇宙航空研究開発機構とは、ＪＡＸＡのことである。 ○ 

 太陽系がある銀河のことをアンドロメダ銀河という。 × 天の川銀河 

太陽は、冬よりも夏の方が高く昇る。 ○ 

 満月は、冬よりも夏の方が高く昇る。 × 冬のほうが高い 

夏至の日は、毎年必ず６月２１日である。 × ６月２１日頃 

冬至の日は、毎年必ず１２月２２日である。 × １２月２２日頃 

１光年とは、光の速さで１年進む距離である。 ○ 

 地球は、太陽のように自ら光っている。 × 太陽の光を反射している 

昼間に、月は見えない。 × 見える 

火星は、木星型惑星に属する。 × 地球型惑星 

衛星を複数個持つ惑星がある。 ○ 

 金星の大気で１番多い成分は、二酸化炭素である。 ○ 

 木星には、環が無い。 × ある 

水星は、太陽に近いため、表面温度は常に地球より高い。 × 低い時もある 

太陽系最大の山は、火星に存在する。 ○ 

 もし、土星をプールに入れたら、水に浮く。 ○ 

 地球は自転しているが、月は自転していない。 × 月もしている 

火星には衛星がある。 ○ 

 太陽系の惑星は９個である。 × ８個 

金星は真夜中にも見える × 朝方か夕方 

「明けの明星（みょうじょう）」「宵の明星」とは、木星のことである。 × 金星 

金星を望遠鏡で観察すると、月のように満ち欠けして見える。 ○ 

 火星の衛星は、「フォボス」「ダイモス」である。 ○ 

 木星には衛星はない。 × ６０個以上 

木星には、ガリレオ衛星と呼ばれている４つの衛星がある。 ○ 

 土星には５０個以上の衛星がある。 ○ 

 太陽系の衛星の中で、最も大きいのは「月」である。 × 木星のガニメデ 

太陽系の衛星の中で、２番目に大きいのは「タイタン」である。 ○ 

 



【選択問題】 【答え】 

1957年、ロシアのスプートニク２号に乗って地球を１周した動物は？ 

①にわとり ②かえる ③いぬ ④うさぎ 
③ 

アポロ計画の声明を発表したアメリカ大統領は？ 

①リンカーン ②ケネディー ③バラク・オバマ ④ドナルド・トランプ 
② 

宇宙に最初に行った人は？ 

①ガリレオ ②ニール・アームストロング ③ガガーリン 
③ 

人類で初めて、月面に降り立ったのは次のうち誰？ 

①ニール・アームストロング ②ガガーリン ③ガリレオ ④ハッブル 
① 

太陽の寿命は約何年？ 

①１億年 ②１０億年 ③１００億年 ④寿命はない 
③ 

最も明るい１等星は次のうちどれ？ 

①アルクトゥールス ②スピカ ③ベテルギウス ④シリウス 
④ 

最も暗い１等星は次のうちどれ？ 

①アンタレス ②フォーマルハウト ③レグルス ④ポルックス 
③ 

太陽などの恒星の色はどのように決まるでしょう？ 

①温度 ②成分 ③距離 
① 

次の星座で実際にない星座は？ 

①や座 ②ゆ座 ③ろ座 
② 

次の星座のうち、黄道１２星座ではないのは？ 

①オリオン座 ②おうし座 ③ふたご座 ④しし座 
① 

現在の星座は全部でいくつ？ 

①４８ ②８８ ③１００ 
② 

ヘルクレス座に倒されていない星座はどれでしょう？ 

①かに座 ②うみへび座 ③しし座 ④おうし座 
④ 

月の直径は、地球に比べて 

①約４分の１ ②約１００倍 ③約１００分の１ ④ほぼ同じ 
① 

地球から太陽までの距離は？ 

①約 1500万 km ②約１億 5000万 km ③約１５億 km ④約１５０億 km 
② 

流れ星の正体は？ 

①すい星 ②恒星 ③巨大な氷のかたまり ④砂粒のようなチリ 
④ 

１等星の明るさは、６等星の何倍？ 

①１０倍 ②１００倍 ③１０００倍 ④１００００倍 
② 

宇宙の始まりに起こったとされる現象は何？ 

①ビッグバン ②ビッグボン ③ビッグベン 
① 

月のクレーターはどのようにしてできた？ 

①火山の爆発 ②隕石の衝突 ③宇宙人が掘った 
② 

月のでき方で最も有力な説は？ 

①兄弟説 ②ジャイアント・インパクト説 ③親子説 
② 



北半球において、１年のうちで夜が一番長い日は次のうちどれ？ 

①春分の日 ②夏至の日 ③冬至の日 
③ 

北半球において、１年のうちで昼が一番長い日は次のうちどれ？ 

①夏至の日 ②秋分の日 ③冬至の日 
① 

太陽系最大の衛星は？ 

①タイタン ②月 ③ガニメデ 
③ 

太陽が最も低く昇るのは、次の季節のうちどれ？ 

①春 ②夏 ③秋 ④冬 
④ 

満月が最も低く昇るのは、次のうちどれ？ 

①春 ②夏 ③秋 ④冬 
② 

月の右半分が光って見える月は次のうちどれ？ 

①上弦の月 ②下弦の月 ③三日月 
① 

月の左半分が光って見える月は次のうちどれ？ 

①上弦の月 ②下弦の月 ③三日月 
② 

宇宙の大きさはどうなっているでしょう？ 

①変わらない ②広がっている ③縮んでいる 
② 

地球の大きさは太陽系の惑星で何番目に大きい？ 

①２番目 ②３番目 ③４番目 ④５番目 
④ 

海王星を英語でいうと？ 

①プルート ②ネプチューン ③ウラヌス ④マーキュリー 
② 

冥王星を英語でいうと？ 

①プルート ②ネプチューン ③サターン ④ジュピター 
① 

太陽系で１つだけ逆方向に自転している惑星は？ 

①水星 ②金星 ③土星 ④海王星 
② 

太陽系の惑星で、真横に倒れたように回っている惑星はどれでしょう？ 

①金星 ②木星 ③天王星 ④海王星 
③ 

衛星を持っていない惑星は、次のうちどれでしょう？ 

①金星 ②天王星 ③海王星 
① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【記述・早押し問題】 【答え】 

日本が開発した国際宇宙ステーションへの補給船の名前は？ こうのとり 

2011年 8月 6日、火星に到着した惑星探査車の名前は？ キュリオシティ 

日本で初めて打ち上げられた人工衛星の名前は？ おおすみ 

初めて宇宙に挑んだ、ソビエトの宇宙飛行士は？ ガガーリン 

日本人初の宇宙飛行士は、誰？ 
秋山豊寛（あきやまとよひろ） 

宇宙飛行士 

日本人初、スペースシャトルに乗った宇宙飛行士は、誰？ 
毛利衛（もうりまもる） 

宇宙飛行士 

日本人初、国際宇宙ステーションで船長となったのは、誰？ 
若田光一（わかたこういち） 

宇宙飛行士 

国際宇宙ステーションの日本の実験棟の名前は？ きぼう 

現在、はやぶさ２が向かっている小惑星の名前は？ リュウグウ（1999ＪＵ3も可） 

人類で初めて、月面に人を着陸させた国はどこでしょう？ アメリカ 

人類で初めて、宇宙に人を送った国はどこでしょう？ ソビエト（ロシアも可） 

国際宇宙ステーションが地球を１周するのにかかる時間は 

約何分でしょう？ 
約９０分 

わし座の１等星の名前は？ アルタイル 

こと座の１等星の名前は？ ベガ 

はくちょう座の１等星の名前は？ デネブ 

さそり座の１等星の名前は？ アンタレス 

しし座の１等星の名前は？ レグルス 

おとめ座の１等星の名前は？ スピカ 

うしかい座の１等星の名前は？ アルクトゥールス 

みなみのうお座の１等星の名前は？ フォーマルハウト 

おうし座の１等星の名前は？ アルデバラン 

ぎょしゃ座の１等星の名前は？ カペラ 

ふたご座の１等星の名前は？ ポルックス 

こいぬ座の１等星の名前は？ プロキオン 

おおいぬ座の１等星の名前は？ シリウス 

オリオン座の１等星の名前は、何と何？ リゲル、ベテルギウス 

春の大三角は、スピカとアルクトゥールスとあとひとつは何？ デネボラ 

春の大三角は、スピカとデネボラとあとひとつは何？ アルクトゥールス 

春の大三角は、デネボラとアルクトゥールスとあとひとつは何？ スピカ 

夏の大三角は、ベガとデネブとあとひとつは何？ アルタイル 

夏の大三角は、ベガとアルタイルとあとひとつは何？ デネブ 

夏の大三角は、アルタイルとデネブとあとひとつは何？ ベガ 

冬の大三角は、ベテルギウスとシリウスとあとひとつは何？ プロキオン 

冬の大三角は、ベテルギウスとプロキオンとあとひとつは何？ シリウス 



冬の大三角は、シリウスとプロキオンとあとひとつは何？ ベテルギウス 

恒星が寿命を終える寸前に巨大化した天体を何という？ 赤色巨星（せきしょくきょせい） 

一般的に、青い星と赤い星、どちらの表面温度が高い？ 青い星 

一般的に、青い星と赤い星、どちらの表面温度が低い？ 赤い星 

この星を見ると、長生きすると言われる星は？ カノープス 

七夕のおりひめ星「ベガ」の意味は？ 落ちるワシ 

七夕のひこ星「アルタイル」の意味は？ 飛ぶワシ 

春の大三角の星を三つ答えなさい。 
デネボラ、スピカ、 

アルクトゥールス 

夏の大三角の星を三つ答えなさい。 ベガ、アルタイル、デネブ 

冬の大三角の星を三つ答えなさい。 
ベテルギウス、シリウス、 

プロキオン 

星が、その一生の最期に、大爆発することを何という？ 超新星（ちょうしんせい）爆発 

夜空に輝く１等星、全天でいくつある？ ２１個 

最も北に見える１等星は？ カペラ 

太陽のように自分で光り輝く星を何という？ 恒星（こうせい） 

北斗七星の二重星（にじゅうせい）の名前は、何と何？ ミザールとアルコル 

冬のダイヤモンドに囲まれている１等星の名前は何でしょう？ ベテルギウス 

ダイヤモンドの星が発見された星座は？ かに座 

へびつかい座の職業は？ 医者 

かに星雲は何座にある？ おうし座 

「Ｗ」の星並びが目印の秋の星座は何？ カシオペア座 

星座の中で１番大きいのは何座でしょう。 うみへび座 

星座の中で２番目に大きいのは何座でしょう。 おとめ座 

星座の中で３番目に大きいのは何座でしょう。 おおぐま座 

星座の中で１番小さいのは何座でしょう。 みなみじゅうじ座 

北斗七星があるのは、おおぐま座。 

では、南斗六星があるのは何座？ 
いて座 

オリオン座を倒した、夏の代表的な星座は何座？ さそり座 

りゅうこつ座、らしんばん座、とも座、ほ座は、 

以前はひとつの巨大な星座でした。何座でしょう？ 
アルゴ座 

大神ゼウスが変身したとされる、誕生日の星座は何でしょう？ おうし座 

かに座の中央に見られる星団を何という？ プレセペ星団/Ｍ４４ 

物の重さを月で測ると、地球の何分の１。 ６分の１ 

見かけ上、太陽が動いていく道を何という？ 黄道（こうどう） 

見かけ上、月が動いていく道を何という？ 白道（はくどう） 

星は、北極星を中心に１時間に何度回転するか？ １５度 

太陽の光が、地球に到達するまでにかかる時間は約何分？ 約８分 

中秋の名月とは、旧暦の何月何日のこと？ ８月１５日 



日食の種類は、皆既日食、部分日食、あとひとつは何日食？ 金環日食 

日食の種類は、皆既日食、金環日食、あとひとつは何日食？ 部分日食 

日食の種類は、金環日食、部分日食、あとひとつは何日食？ 皆既日食 

日本では、天の川。では、アメリカでは何というでしょうか。 ミルキーウェイ 

太陽のまわりに広がる高温のガスを何という？ コロナ 

太陽の表面で発生している爆発を何という？ 太陽フレア 

太陽のコロナの中に現れる、炎のように立ち昇る現象を 

何というでしょう？ 
プロミネンス 

太陽はどの方角から昇るでしょう？ 東 

太陽はどの方角に沈むでしょう？ 西 

地球などの惑星の周りを回っている星を何という？ 衛星 

太陽の大きさ（直径）は、地球の約何倍？ 約１０９倍 

太陽風（たいようふう）が地球に届くと起きる、神秘的な現象は？ オーロラ 

地上の観測者の真上の点を何というでしょう？ 天頂 

月の黒い部分を何というでしょう？ 海 

月の表面はでこぼこしています。 

この無数にあるへこみを何というでしょう？ 
クレーター 

太陽の表面に見える、黒いしみのような模様を 

何というでしょう？ 
黒点 

太陽から発生する、電気を帯びた風を何というでしょう？ 太陽風 

太陽系にはいくつ惑星があるか？ ８個 

太陽系の惑星のうち、太陽になりそこねた惑星は？ 木星 

木星の１日はおよそ何時間？ 約１０時間 

水星のことを英語でいうと？ マーキュリー 

金星のことを英語でいうと？ ヴィーナス 

地球のことを英語でいうと？ アース 

火星のことを英語でいうと？ マーズ 

木星のことを英語でいうと？ ジュピター 

土星のことを英語でいうと？ サターン 

天王星のことを英語でいうと？ ウラヌス 

海王星のことを英語でいうと？ ネプチューン 

太陽系で最も自転のスピードの速い惑星は？ 木星 

太陽系で最も自転のスピードの遅い惑星は？ 金星 

水星は内側から数えて何番目の惑星？ １番目 

金星は内側から数えて何番目の惑星？ ２番目 

地球は内側から数えて何番目の惑星？ ３番目 

火星は内側から数えて何番目の惑星？ ４番目 

木星は内側から数えて何番目の惑星？ ５番目 

土星は内側から数えて何番目の惑星？ ６番目 



天王星は内側から数えて何番目の惑星？ ７番目 

海王星は内側から数えて何番目の惑星？ ８番目 

太陽系の惑星で、リングを持つ惑星をすべて答えなさい。 木星、土星、天王星、海王星 

太陽系の惑星で、リングを持たない惑星をすべて答えなさい。 水星、金星、地球、火星 

太陽系の小惑星のほとんどは、ある惑星と惑星の間にあります。 

何と何？ 
火星と木星 

太陽系の惑星でほとんどがガスでできている惑星を２つ答えよ。 木星と土星 

太陽などの恒星の周りを回っている星を何というでしょう？ 惑星 

木星の大きさ（直径）は、地球の約何倍？ 約１１倍 

土星の大きさ（直径）は、地球の約何倍？ 約９倍 

火星最大の火山の名前は何でしょう？ オリンポス山 

木星の南半球にある、大きな目玉のような模様を 

何というでしょう？ 
大赤斑（だいせきはん） 

 


