
２０２１年度宇宙教育シンポジウム
「宇宙教育とICT～新たな学び

のツールをどう活かすか～」

公益財団法人日本宇宙少年団
令和2年度 シンポジウムテーマにかかわる活動報告



宇宙をテーマにした体験プログラム、
水ロケットコンテスト、スペースキャンプ、宇宙飛行士との交流、
衛星データを利用した学習プログラムなど宇宙のホンモノを題材と
したさまざまな事業への取り組み

YACとは

ミッションとビジョン ミッション 未来を担う青少年の育成に寄与する

ビジョン

http://www.yac-j.com/http://www.yac-j.or.jp/財団ウェブサイト（情報公開など） YAC活動コミュニティサイト（教材情報、活動報告など）

http://www.yac-j.com/
http://www.yac-j.or.jp/


YACとは

分団数及び団員数 全国１４１分団 約２０００人の団員 各分団の活動報告はYACコミュニティサイトや、
「宇宙のとびら」の活動レポートに掲載しています。

YACコミュニティサイト「活動報告」
https://www.yac-j.or.jp/community/?m=pc&a=page_o_event_search

設立 １９８６年 宇宙時代を担うべき青少年を育成することを目的に、1984年10月、米国レーガン大統領の宣言により
科学、数学、技術に関する興味と関心を育む、青少年宇宙飛行士プログラム（YAP）が発足しました。

以来「Peace Throgh Space（宇宙を通しての平和）/Go to Mars Together（一緒に火星へ行こう）」

を合言葉に相互理解を深めることを目指し積極的に推進しています。日本でも同主旨から、1986年5月8日に、

つくばで「モデルYAC」が結成され、同年8月22日に「日本宇宙少年団」が誕生しました。

https://www.yac-j.or.jp/community/?m=pc&a=page_o_event_search


（１）新型コロナウイルス感染症に係る実態調査
2回の調査 第1回目 2020年5月

第2回目 2020年10月

シンポジウムテーマに関わること

新型コロナウイルスの感染症に係る実態調査を実施し、
気付き、留意事項については自由記述で回答をしてもらいました。



（２）YACかわら版
シンポジウムテーマに関わること

はじまりの全体の景色

【開始当時 2020年5月】
YAC活動は宇宙にかかわる「もの」「こと」を題材として、児童生徒の健

全育成を願って活動している。

・団員所属校はほぼ休校中。分団活動も休止中
・新型コロナ対応のために社会全体が対応中

・かつて、東日本大震災のあと宇宙教育で子どもらを元気づけるとい
う活動をJAXAと連携して展開しているDNAがある

・東北震災時より、情報社会が一層発展している
・宇宙に関する活動は、グロバールにしずしずと動いている。はやぶさ2
も堅実に帰路についている

その題材として
「YACかわら版」
を創設する

2月24日開催の予定の全国中高生宇宙基礎講座（公募）を、参加受講申込者
所属校新型コロナ対応臨時休校措置に対応し当日開催直前に中止を決定
したことから、YACの新型コロナ対応を開始（3講座のうち２講座はオンラ
インで実施、「ひまわり８から始める衛星データ」は中止）
以後分団への対応依頼などの情報発信

JAXA/YAC宇宙教育連携で推進している諸活動の教育的な資産の蓄積
YACの宇宙教育教材開発資産の蓄積
YAC衛星データ研究チーム研究資産の蓄積
JAXA/YAC 宇宙のとびらのYAC担当原稿の蓄積

新型コロナ対応で困難な
今日の社会ではあるが

今すべきこと
今できること

宇宙教育で子ども
らを元気にする！

＊2月24日に急遽中止にした、全国中高生宇宙基礎講座参加申込者に中止した
講座内容を、７回にわたってPDF版資料送信し、関係者から極めて好評を得た。
それが「YACかわら版」をキックオフした

＊YAC活動委員会の決定で展開することに

学校教育に困難が発生して
いる今こそ、社会教育への
期待があるし、使命がある。

URL http://www.yac-j.com/hq/info/yackawaraban.html

http://www.yac-j.com/hq/info/yackawaraban.html


（２）YACかわら版
シンポジウムテーマに関わること

http://www.yac-j.com/hq/info/yackawaraban.html

1 2020年3月3日 火 西之島の変化を衛星データでみる 衛星データ
2 2020年3月6日 金 ひなまつりの日の東京湾 衛星データ
3 2020年3月10日 火 天気予報とひまわり８ 衛星データ
4 2020年3月12日 木 スエズ運河　パナマ運河 衛星データ
5 2020年3月14日 土 もう10日がんばりましょう 衛星データ
6 2020年3月16日 月 世界のロケット打ち上げ射場 衛星データ
7 2020年3月20日 金 世界の飛行場 衛星データ
8 2020年3月23日 月 すばる望遠鏡 衛星データ
9 2020年3月25日 水 野焼きを衛星データで探る 衛星データ

10 2020年3月26日 木 南極観測船「しらせ」シドニー出港 衛星データ
11 2020年3月26日 木 「宇宙」で英語に親しもう 英語
12 2020年3月30日 月 日本の飛行場　北海道 衛星データ
13 2020年3月31日 火 水ロケットの飛行データを測定する 実験工作
14 2020年4月2日 木 ロシア宇宙ステーション　Mirから学ぶ ミール
15 2020年4月2日 木 日本の飛行場　東北 衛星データ
16 2020年4月3日 金 人類初、“青い地球”を見たガガーリン 宇宙のとびら
17 2020年4月3日 金 那覇（なは）空港の新しい滑走路 衛星データ
18 2020年4月6日 月 野口宇宙飛行士「クルードラゴン」搭乗 衛星データ
19 2020年4月9日 木 ランドサット8データの持ち味 衛星データ
20 2020年4月10日 金 ランドサット8データの持ち味　2 衛星データ

20補足 2020年4月12日 日 ランドサット8データの持ち味　2　補足 衛星データ
21 2020年4月10日 金 日本のロケット開発の父　糸川英夫 宇宙のとびら
22 2020年4月13日 月 木曽三川を探る 衛星データ
23 2020年4月14日 火 コマの歳差運動（さいさうんどう）を楽しもう 実験工作
24 2020年4月14日 火 ソユーズMS-16成功 衛星データ
25 2020年4月17日 金 西之島の今 衛星データ
26 2020年4月22日 水 人類を月へ送った科学者　フォン・ブラウン 宇宙のとびら
27 2020年4月22日 水 昨年と今年の比較　港湾の賑わい 衛星データ
28 2020年4月24日 金 茶畑を宇宙からみる 衛星データ
29 2020年4月24日 金 バグダッド（イラク）を見よう 衛星データ
30 2020年4月28日 火 雲を見上げよう 衛星データ
31 2020年4月29日 水 ナイジェリア体験 衛星データ
32 2020年4月30日 木 「密」の羽田空港駐機場 衛星データ
33 2020年5月2日 土 小麦畑の植生指数 衛星データ
34 2020年5月5日 火 新緑のすごさ 衛星データ
35 2020年5月6日 水 ひまわり8から西之島 衛星データ
36 2020年5月7日 木 「密」の続く羽田空港駐機場 衛星データ
37 2020年5月7日 木 「長征5号B」成功 衛星データ
38 2020年5月8日 金 原油積出港の様子 衛星データ
39 2020年5月11日 月 ロングビーチ沖のタンカー 衛星データ
40 2020年5月11日 月 新しい風 YAC

41 2020年5月12日 火 エアバスのふるさと 衛星データ
42 2020年5月18日 月 総合学習の時間に 衛星データ
43 2020年5月18日 月 雲の間の西之島 衛星データ
44 2020年5月22日 金 「こうのとり」9号機 宇宙輸送
45 2020年5月26日 火 分団活動を本格スタートする前に YAC
46 2020年5月26日 火 田植を衛星データで！ 衛星データ
47 2020年5月27日 水 緊急事態宣言の全面解除によせて YAC
48 2020年5月27日 水 ライブカメラの活用 衛星データ

49 2020年5月27日 水
「宇宙のとびら」を開いた人々　コペルニクス・ガリ
レイ・ケプラー・ニュートン 宇宙のとびら

50 2020年5月30日 土 クルードラゴン 有人試験飛行（デモ2） 宇宙輸送
51 2020年6月1日 月 瀬戸大橋直下の「TOSA」 衛星データ
52 2020年6月1日 月 新聞の見出しでみる「スペースX」 宇宙輸送
53 2020年6月4日 木 象潟（きさがた）を知りたい 衛星データ
54 2020年6月4日 木 部分日食を一緒に観察しませんか 日食
55 2020年6月4日 木 西之島で考える 衛星データ
56 2020年6月6日 土 すごい地理院地図サイト 衛星データ
57 2020年6月8日 月 エレクトロンロケット発射 宇宙輸送
58 2020年6月11日 木 すさまじいスターリンク計画 宇宙輸送

59 2020年6月11日 木
「だいち3号」のミッションマークを選ぼう”に応募し
よう 衛星データ

60 2020年6月13日 土 ギアナ宇宙センター 宇宙輸送
61 2020年6月17日 水 6月21日の日食 日食
62 2020年6月24日 水 6月21日部分日食報告 日食
63 2020年6月26日 金 中国版GPS「北斗」 衛星データ
64 2020年7月27日 月 最近の西之島 衛星データ
65 2020年7月27日 月 水ロケットと消火器 水ロケット
66 2020年7月27日 月 三峡ダムを巡って 衛星データ
67 2020年8月3日 月 三峡ダム7月29日 衛星データ
68 2020年8月3日 月 晴天の西之島 衛星データ
69 2020年8月6日 木 噴煙の下の西之島　8月5日 衛星データ
70 2020年8月11日 火 貨物船座礁 重油流出 衛星データ
71 2020年8月12日 水 噴火警報発表中の鹿児島県の火山 衛星データ
72 2020年8月17日 月 三峡ダム・モーリシャス続報 衛星データ
73 2020年8月24日 月 西之島の今 衛星データ
74 2020年8月24日 月 デスバレー？！ 衛星データ
75 2020年9月11日 金 台風とひまわり８データの活用 衛星データ
76 2020年9月15日 火 大規模山火事の観測 衛星データ
77 2020年9月18日 金 大規模山火事　その後 衛星データ
78 2020年9月20日 日 衛星データから船舶の速度を推定 衛星データ
79 2020年9月24日 木 「密」のクルーズ客船 衛星データ
80 2020年9月25日 金 衛星データ分析を始めませんか 衛星データ

http://www.yac-j.com/hq/info/yackawaraban.html


（２）YACかわら版
シンポジウムテーマに関わること

http://www.yac-j.com/hq/info/yackawaraban.html

80 2020年9月25日 金 衛星データ分析を始めませんか 衛星データ
81 2020年10月7日 水 オーストラリア東部林野火災その後 衛星データ
82 2020年10月13日 火 台風14号と西之島 衛星データ
83 2020年10月16日 金 衛星データを身近に！オンライン講座案内 オンライン講座
84 2020年10月19日 月 「密」が続く飛行場 衛星データ
85 2020年10月22日 木 衛星データでみる広島湾　伊予灘 衛星データ
86 2020年10月26日 月 冬の足音 南半球はもうすぐ夏 衛星データ
87 2020年10月27日 火 日本三景 衛星データ
88 2020年10月30日 金 インターネットで参加できる催しが増えています オンライン講座
89 2020年11月14日 土 2020年宇宙の旅　宇宙飛行士講演会 オンライン講座
90 2020年11月16日 月 秋から冬への山々 衛星データ
91 2020年11月18日 水 Crew-1スタート 宇宙輸送
92 2020年12月3日 木 おかえり　はやぶさ2！ 衛星データ
93 2020年12月4日 金 ファルコン９に注目！ 宇宙輸送
94 2020年12月5日 土 天の川銀河の模型を作ろう オンライン講座
95 2020年12月15日 火 ソユーズロケット 宇宙輸送
96 2020年12月18日 金 ホールスラスタ推進器 オンライン講座
97 2020年12月24日 木 教科書通りの冬型気圧配置 衛星データ
98 2020年12月29日 火 宇宙のとびらで振り返る　国際宇宙ステーション 宇宙のとびら
99 2020年12月29日 火 夏至　冬至　ひまわり８ 衛星データ

100 2020年12月29日 火 しらせ　昭和基地到着 衛星データ
101 2020年12月29日 火 変化する西之島 衛星データ

臨時 2021年1月7日 木 1月11日YACオンライン教室案内ミスのおわび その他
102 2021年1月2日 土  「ひまわり８」博士になろう！ オンライン講座
103 2021年1月13日 水 CD分光器で空をみよう！ オンライン講座
104 2021年1月13日 水 JPCZとは？ 衛星データ
105 2021年1月13日 水  「ISSの野口宇宙飛行士」を英語で調べる オンライン講座
106 2021年1月20日 水 流氷初日 衛星データ
107 2021年1月21日 木 苫小牧市科学センターからミール（Mir）を紹介 オンライン講座
108 2021年1月25日 月 ランチャーワン　その１ 宇宙輸送
109 2021年1月27日 水 流氷接岸初日 衛星データ
110 2021年1月29日 金 考える翼　考える根っこ YAC
111 2021年2月6日 土 立春の日の日本 衛星データ
112 2021年2月16日 火 人工芝・天然芝 衛星データ
113 2021年2月20日 土 3月7日のYACオンライン教室の準備 オンライン講座
114 2021年2月24日 水 「しらせ」南極から帰港 衛星データ
115 2021年2月28日 日 はやぶさ２ノート（記録版） オンライン講座
116 2021年3月3日 水 3月7日　オンライン教室資料 オンライン講座
117 2021年3月8日 月 満潮・干潮 衛星データ
118 2021年3月9日 火 エトナ火山 衛星データ
119 2021年3月15日 月 エグモント国立公園　ニュージーランド 衛星データ
120 2021年3月17日 水 海花島　何かに似ている！ 衛星データ

121 2021年3月18日 木 ７９日ぶりの西之島 衛星データ
122 2021年3月19日 金 黄砂（こうさ） 衛星データ
123 2021年3月22日 月 二至二分（にしにぶん） 衛星データ
124 2021年3月23日 火 アイスランドの火山 衛星データ
125 2021年3月26日 金 エヴァー・ギブン 衛星データ
126 2021年3月29日 月 エヴァー・ギブンその２ 衛星データ
127 2021年3月30日 火 COVID-19 と地上待機の航空機 衛星データ
128 2021年4月8日 木 スエズ運河と衛星データ EOブラウザ 衛星データ
129 2021年4月9日 金 すごい EOブラウザ 衛星データ
130 2021年4月10日 土 星出宇宙飛行士、ISSへ 宇宙輸送
131 2021年4月12日 月 センチネル１をモノグラフ風に 衛星データ
132 2021年4月14日 水 「Crew-2」を巡って 宇宙輸送
133 2021年4月23日 金 スフリエール火山とコペルニクス計画 衛星データ
134 2021年4月30日 金 　「宇宙」で英語に親しもう２ オンライン講座
135 2021年5月6日 金 桜島噴火をひまわり8データで探る 衛星データ
136 2021年5月7日 土 EOブラウザで火山を探る 衛星データ
137 2021年5月10日 月 西之島の変化 衛星データ
138 2021年5月18日 火 5月26日の皆既月食 月食
139 2021年5月19日 水 EOブラウザで「観察の水田」 衛星データ
140 2021年5月19日 水 鳥海山と水田 衛星データ
141 2021年5月21日 金 世界最大の氷山に会いましょう 衛星データ
142 2021年5月30日 日 ニーラゴンゴ火山 衛星データ
143 2021年6月4日 金 考える翼　考える根っこ 衛星データ
144 2021年6月21日 月 ロケット発射直後の発射台周辺 衛星データ
145 2021年6月26日 土 ファルコン９打上観測データ 衛星データ

http://www.yac-j.com/hq/info/yackawaraban.html


（３）YACオンライン教室
シンポジウムテーマに関わること

遠方の団員も講演を聴講できるようにと2019年11月より検討を開始し、3回の試行を重ねて実践へと移行。
講師の一部がリモート、講師全員がリモート、JAXA/YACのオンラインセミナーとの連携も行い、特設セミナーと
して、はやぶさ２に関する講演をセミナー受講者、YAC団員共通の講演として実施しました。

実施のイメージ

会場からの配信
OBS Studio

配信のパターンと使用するソフトウェア

映像をYoutubeで配信

YouTubeアカウント
→YouTube Studio

配信2週間程度前に
視聴用のURLを設定

視聴用のURLを団員に通知
質問はチャット欄に記入、
“個人情報は記入しないこと”などの諸注意を伝える。

会場からの配信と
講師のリモート参加

OBS Studio
＋

Zoomミーティング

講師全員がリモート参加

Zoomミーティング

会場からの配信の場合の設計検討（イメージ）



（３）YACオンライン教室
シンポジウムテーマに関わること

①講義を中心

②ホンモノ説明・実習

ホールスラスタ推進器
https://youtu.be/n714Fv0_oZU

ISSの野口宇宙飛行士を英語で調べる
https://youtu.be/ime52Oupk7U

講座１ 宇宙教育概要
https://youtu.be/yW_GZiTd67U

講座２ 宇宙教育の題材としての「はやぶさ２」

https://youtu.be/wuOftMMCRBk
はやぶさ２ノート（記録版）
http://www.yac-j.com/hq/info/yackawaraban20210228-2.pdf

講座３ 特別講演「はやぶさ２」
https://youtu.be/x54t96iT79s

③宇宙教育オンラインセミ
ナーとの連携

苫小牧市科学センターから
ミール（Mir）を紹介
https://youtu.be/1eaS0xxYkaM

CD分光器で空をみよう
https://youtu.be/x6vuUlkLm2o

ひまわり博士になろう！
https://youtu.be/35Up_Zzx-i0

中高生宇宙基礎講座

https://youtu.be/2b78WuIPzKI

https://youtu.be/n714Fv0_oZU
https://youtu.be/ime52Oupk7U
https://youtu.be/yW_GZiTd67U
https://youtu.be/wuOftMMCRBk
https://youtu.be/x54t96iT79s
https://youtu.be/1eaS0xxYkaM
https://youtu.be/x6vuUlkLm2o
https://youtu.be/35Up_Zzx-i0
https://youtu.be/2b78WuIPzKI

