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第１７回のくわしい解説
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実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

練習問題

２ 問１ 北斗七星はおおぐま座にふくまれています。くまのしっぽの部分が，北斗七

星です。

問２(1) 北極星は地球の地軸のほぼ延長上にあるので，地球が自転しても北極星は

動きません。

(2) 北斗七星はおおぐま座，北極星はこぐま座です。

(3) 北極星は 2等星です。

(4) その地点の北緯の数値と，北極星の高さの数値は一致します。

この地点は東京（北緯36度）ですから，北極星の高さも 36度です。

問３ 「春の大曲線」というのを知っていますか？北斗七星のしっぽの部分のカー

ブをそのままのばしていくと，うしかい座のアルクトゥルス，おとめ座のスピ

カにつながっていく曲線です。

つまり，北斗七星は，春の星なのです。

北斗七星は，北極星のまわりを回っているので，一年中見えるはずなのに，

なぜ春の星なのでしょう。

その答えは，北斗七星は春には空の高いところにあって見やすいからです。

（低いところだと，家や山などにかくれてしまい，見づらくなります。）

よって北斗七星は，春に（図）の のところにあり，そこから反時計まわり

に，夏は ，秋は ，冬は のところにあります。

よって のところにある季節は，夏になります。

問４ 星が動いているように見えるのは，地球の自転や公転が原因です。

地球は 1日に 1回自転しているので，星も 1日に 1まわりしているように見

えます。

（図）を見ると，1まわりを 8等分してありますから，1目もりあたり，

24÷8＝ 3（時間）かかります。

星Ｑは午後 8時に の位置にありました。

午後 11時までの11－8＝ 3（時間）で，反時計回りに 1目もり動きますから，

午後 11時には， の位置に見えることになります。

問５ 問４でわかった通り，星Ｑはこの日の午後11時には の位置に見えています。

地球は太陽のまわりを 1年に 1回公転しているので，星も 1年に 1まわりし

ます。 1年は 12か月ですから，12か月で 1まわりします。

この問題は，3か月後の位置をたずねていますが，3か月というのは 12 か月

3 1
の， ＝ です。

12 4
1

1 まわりは 8 目もりですから，その である 2 目もりだけ反時計回りに動
4

き，3か月後の午後11時には の位置に見えることになります。
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実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

３ 問１ Ａは北斗七星がふくまれていますから，おおぐま座なので（ア）です。

Ｂは北斗七星のしっぽの星のほぼ反対側にあるカシオペア座なので，（ク）

です。

（図２）には夏の大三角の星が書いてあります。

Ｄはこと座で，Ｄの上にあるのがはくちょう座，Ｃはわし座なので（エ）で

す。

Ｄはこと座なので（コ）です。

（図３）には冬の星座が書いてあります。

Ｅはふたご座なので（キ）です。

Ｅのすぐ下にある小さな星座はこいぬ座です。

Ｆはおおいぬ座なので（イ）です。

（図４）には夏の星座が書いてあります。

Ｇはさそり座なので（オ）です。Ｇのすぐ右に少しだけ見えているのは，

てんびん座の一部です。

問２ ２の問３でわかった通り，北斗七星は，春に空の高いところに見えます。

（図１）の北斗七星は，空の高いところにあるので，春に観察したことにな

りますから，答えは（イ）です。

問３ 地球は太陽のまわりを 1年に 1回公転しているので，星も 1年に 1まわりし

ます。

②が位置のちょうど反対側にあったら，ちょうど 1年の半分である 6か月後

（180日）になりますが，反時計回りにちょうど反対にはほんのちょっと足りな

いところに②の星がありますから，答えは 180日にちょっと足りない，（ウ）が

正解になります。

問４ 答えは（エ）です。オリオン座の三つ星は，出るときはたてに並び，しずむ

ときは横に並んでいることを，おぼえておきましょう。

問５ 右の図を見るとわかる通り，南の空低い

ところにある星ほど，出ている時間は短く

なります。

③よりも④の方が低いところにあるため，

出ている時間は短くなるので，答えは（ウ）

になります。

南東 西
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実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

４ 問１ 星座早見では，時刻の目もりは（時刻のくせに）反時計回りです。

日付の目もりは時計回りです。

よって答えは，（ウ）になります。

問２ 星座早見をいくら回しても，Ａは真ん中なので回りません。

Ａはまったく動かない星（本当はほんのちょっと動きますが）なので，

北極星になります。

また，（図）では親指でおさえている近

くが南の方角ですから，南の空を見てい。

ます。

南の方角を見ているとき，左側が東で右側が西ですから，Ｂは東です。

ところで，（図）のかげをつけただ円の部分は，夜空を表しています。

Ｃは夜空の中心ですから，天頂を表します。

Ｄは，Ｂを求めるときにわかった通り，西です。

問３ （図）の星座早見には，四角形が 1個，三角形が 3個書いてあります。

四角形は「秋の四辺形」，三角形は春・夏・冬の大三角を表します。

がふくまれている三角形は，秋の四辺形の反対にありますから，春の大三

角です。

がふくまれている三角形は，正三角形に近い形をしているので，冬の大三

角です。

と がふくまれている三角形は，夏の大三角になります。

① アルタイルはわし座の一等星です。夏の大三角の中で，下の方にありま

すから，答えは になります。

② ベテルギウスはオリオン座の一等星です。冬の大三角の中にありますか

ら，答えは になります。

③ スピカはおとめ座の一等星です。春の大三角の中にありますから，答え

は になります。

問４ Ａの北極星を中心として， を反時計まわりに約 150 度動かすと， のあた

りにきます。

（図）の星座早見は，9月 22日午後 8時を表しています。

星は 1時間に15度動きますから，午後 10時までの 2時間で，15×2＝ 30（度）

動きます。残り 150－30＝ 120（度）ぶんだけ，日付を動かすことになります。

日付は，1か月に 30度動きますから，120度動かすには，120÷30＝ 4（か月）

必要です。

9月 22日の 4か月後は，1月 22日ですから，答えは（ア）になります。

南東 西
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実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

５ 問１ 太陽が南中したとき，影は真北の方を向いています。

（図１）の日影曲線で，たとえばＡの曲線の真ん中は ですが，棒の位置よ

りも の方向にあります。

よって， が北の方位を示しています。

問２ 夏至の日は，太陽が高くなるので，影は短くなります。

（図１）の棒の位置から最も近い曲線はＣですから，夏至の日の影の動きを

示しているのはＣになります。

問３ 春分・秋分の日の太陽は，真東から出て

真西にしずみます。

冬至の日の太陽は，出ている時間が短い

ので，右の図のように南寄りから出て，南

寄りにしずみます。

夏至の日の太陽は逆に，出ている時間が

長いので，北寄りから出て，北寄りにしずみます。

よって，答えは（ア）になります。

問４ 問１によって， が北の方位を示していることがわかりました。

よって， が南， が東， が西の方位を示していることになります。

太陽は東から出て西にしずみます。

影の先端は逆に，西から東に動くことになります。

から の方向に動くことになりますから，答えは になります。

問５ 影の先端が西から東に動くのは，太陽が東から出て西にしずむからです。

実際は太陽が動いているのではなくて，地球が西から東に自転しているわけ

ですから，答えは（イ）になります。

問６ 影の先端は真北をさしているので，太陽は南中しています。

日本では，兵庫県明石市がある東経 135 度の地点で太陽が南中する時刻を，

正午と定めています。

東経 140度ぐらいであるの関東地方は，東経135度の地点よりも東にあるので，

そのぶん南中時刻が早くなります。

地球は 24時間で360度動くので，1時間あたり 360÷24＝ 15（度）動きます。

1時間は 60分ですから，60分で 15度動くことになり，1度あたり，60÷15＝

4（分）かかることになります。

東経 140 度と東経 135 度では 5度ちがうので，4×5＝ 20（分）だけ南中時刻

が早くなり，午後 11時 40分ごろに南中します。

よって，答えは（イ）になります。

き

え

え

南東 西
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実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

問７ ｂ地点はａ地点よりも，

１．西にある。

２．南にある。

以上2つのことを考えて，問題を解いていきます。

まず，「１．西にある。」ということを考えます。

日本では，兵庫県明石市がある東経 135 度の地点で太陽が南中した時刻を，

正午と定めています。

問６でわかった通り，明石市よりも東の地点では，南中時刻は正午よりも早

くなりました。

いま，明石市よりも西の地点のことをたずねているわけですから，南中時刻

は正午よりも遅くなります。

よって影の先端の動きも遅くなっていますから，ａ地点で の位置に影の先

があったとき，ｂ地点ではまだ の位置まで達していないことになります。

影の先端は西から東に動きますから，（図２）では，下から上の方向へ動きま

す。

よって， の位置よりも下にある，（イ）か（ウ）のいずれかが正解であるこ

とがわかりました。

次に，「２．南にある。」ということを考えます。

南にあればあるほど，太陽は高くなりますから，影は短くなります。

よって影の先端は，棒の位置からあまりはなれていないところになりますか

ら，正解は（ア）か（イ）のいずれかです。

以上のことから，答えは（イ）になることがわかりました。

問８ 冬至の日の太陽の南中高度の式は，「 90－その地点の緯度－23.4 」です。

ａ地点は北緯36度ですから，「90－36－23.4」です。

ｂ地点は北緯 32度ですから，「 90－32－23.4 」です。

2つの式をくらべると，36と 32の部分だけちがいますから，南中高度の差は，

緯度の差で求められることがわかります。

よって答えは，36－32＝ 4 になります。

く

く

く



- 7 -

実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

６ 問１ いろいろな月の，太陽との角度をおぼえておきましょう。

① 夕方，太陽は西にしずも

うとしています。

そのころ東の空に見える

月は，太陽と 180度はなれ

ています。

よってこの月は満月なので，（図１）では（ア），（図２）ではＣです。

② 明け方，太陽は東にのぼろうとし

ています。

そのころ南の空に見える月は，太陽

と 90度はなれています。

ですから，この月は上げんの月か

下げんの月ですが，太陽のある左側

が光っているので，下げんの月になります。

よって，（図１）では（ウ），（図２）ではＥになります。

③ 真夜中，太陽は地面の下にあります。

月は南西の空にあるので，太陽との

角度は 135度になります。

この問題のような，おぼえていない

太陽との角度の問題の場合は，おぼえ

ている太陽との角度の問題におきかえ

て考えていきます。

135度という角度は，90度と 180度の

真ん中です。

もし太陽との角度が 90度だったら，

右の図のように上げんの月になります。

また，太陽との角度が180度だったら，

満月になります。

よって，太陽との角度が135度の場合は，

上げんの月 と満月 の間の， のような

月になるので，（図１）では（カ）です。

（図２）では上げんの月はＡ，満月はＣですから，その間のＢが正解です。

問２ 新月から始めると，だんだん右側から太くなっていくので，（エ）→（イ）→

（カ）→（ア）となり，そのあと右側から細くなっていくので，（キ）→（ウ）

→（オ）→新月，となります。

この問題では，（ア）から並べるとのことですから，答えは次の通りです。

（ア）→（キ）→（ウ）→（オ）→（エ）→（イ）→（カ）

太陽との角度

新月
満月
上げん
下げん
三日月

0度
180度
90度
90度

30度

南東 西

南東 西

南東 西

南東 西
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実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

問３ Ｈは，日本から見ると（エ）の三日月のように見えますが，オーストラリア

では逆立ちになって見ている状態になり，答えは（オ）になります。

問４ 日食は，太陽が欠けていく現象です。太陽をかくすのは月です。

太陽をかくすためには，太陽との角度が 0度でなければいけないので，その

ときの月は新月です。

（図２）で，新月はＧになります。

問５ 日食のときの月は新月です。日食が観測された 3日後の月は，新月から 3日

後の月ですから，ほぼ三日月です。

三日月は夕方西の空に見えますから，答えは（エ）になります。

問６ 月は太陽の光を受けて光りますが，地球も太陽の光を受けて光っており，そ

の地球の光が月に届いて，欠けた部分がほんの少し光るのです。

よって答えは（イ）になります。

問７ 月は 1日に約50分ずつ遅れます。

たとえばある日の午後 6時に，右の図の

ように月が見えたとしたら，

1日たった次の日の午後 6時には，もとの

位置までもどってくることができず，右の

図のようになります。

1日たったら，少し東へ移動したことにな

りますから，答えは（ウ）です。

問８ 大潮（潮の満ち引きの差が大きい現象）は，新月と満月のときに起きますか

ら，答えはＣとＧです。

小潮（潮の満ち引きの差が小さい現象）は，上げんの月・下げんの月のとき

に起きますから，答えはＡとＥです。

問９ 月の自転周期は27.3日，公転周期も27.3日で，完全に一致していて，しかも

自転と公転の向きが同じなので，月は地球にいつも同じ面を向けている（月の

裏側が見えない）ことになります。

よって，答えは（ア）になります。

南東 西

南東 西
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応用問題

１ 問１ 星座早見をいくら回しても，Ａは真ん中なので回りません。

Ａはまったく動かない星（本当はほんのちょっと動きますが）のことなので，

北極星になります。記号は（ウ）です。

問２(1) （図２）を見ると，ｃは天頂よりも北の方向にあり，しかも地平線に近い

ので，（図１）のＡになります。

また，（図２）のｅは天頂よりも南の方向にあり，しかも地平線に近いので

（図１）のＥになります。

（図２）のｄも天頂よりも南の方向にあるので，（図１）のＣになります。

ところが，（図２）のａとｂはほとんど同じ方向にあり，しかも（図１）で

まだ決まっていない星はＢとＤですが，天頂からほぼ同じぐらい離れていて，

見分けがつきません。

よって，（表）の「地球からの距離の割合」で判断するしかないと思います。

デネブは地球からかなり遠い距離にあり，ベガは近いことを知っていれば

（あるいは調べれば）ａはＢであると答えられますが，そこまでの知識を持

つ必要はないと思うので，この問題は出来なくても構いません。（ＢとＤ以外

を答えるのはダメです。）

(2) (1)の通り，（表）のｂの星はデネブかベガですが，どちらにしろ星の色は

白なので，①の答えは白です。（夏の大三角の星の色は，すべて白です。）

また，ｅはさそり座のアンタレスですから，②の色は赤です。

(3) 表面温度が低いと星の色は赤くなるので，答えはさそり座のアンタレスで

あるＥになります。

問３ （図１）では，手前が南の方角ですから，右側が西の方角になります。

Ｅのさそり座のアンタレスは，かなり西のほうにありますから，時間がたつ

と，しずんでしまうはずです。

地平ばんを右に回すと，さそり座はかくれてしまうのでＯＫです。

また，星は 1時間に 15度動きますから，3時間では，15×3＝ 45（度）動きま

す。

よって，地平ばんを，右に45度回せばよいことがわかりました。

問４ 北の空のようすを見るときは，星座早見の北を手前にして持たなければなら

ないことに注意しましょう。

（図１）を逆さにして見ると，北斗七星は北極星の左下方向にあります。

星は 1時間に15度動きますから，3時間では 45度動きます。

反時計回りに45度動かすと，北斗七星は北極星の真下にきます。

よって答えは，（く）になります。
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実力完成問題集理科・６年上・第１７回のくわしい解説

２ 問１ （表）を見ると，日の出はいつも 5時ごろになっています。

（グラフ）のうち，いつも 5時ごろのグラフになっているのは，Ｃです。

また，（表）を見ると，月の出は 3日には 21：12，6日には 23：08，…になっ

ています。

（グラフ）のうち，月の出にあてはまるのはＤになります。

問２ａ 夜というのは，太陽が出てない時間のことです。

ですから，日の入りから，日の出までが夜です。

日の出のグラフはＣ，日の入りのグラフはＡですから，Ａから上，下から

Ｃまでの状態を表している（ウ）が正解です。

ｂ 問１で，月の出は（グラフ）のＤであることがわかりました。

月の入りのグラフは，残りのグラフなのでＢになります。

月が地平線上に出ているのは，月の出から，月の入りまでですから，答え

は（イ）になります。

ｃ 夜に，月が地平線上に出ていれば，月を見ることができますから，ａの答

えである（ウ）と，ｂの答えである（イ）の交わった部分が答えになります。

よって答えは（エ）になります。

問３ 問題文をそのまま解釈すると，8月 3日に出た月が，次の日の 8月 4日にしず

んで，その間の月が出ていた時間を求める問題のはずですが，8 月 4 日の月の

入りの時刻が書いていないので，問題を解くことができません。

ですから，この問題の答えは，本来は「求められない」というのが正解だと

思います。

しかし，問題文を「 8月 3日には，月を見ることができたのは何時間何分で

すか」というふうに変えれば，問題を解くことができます。以下はその場合の

解説になります。

問２でわかった通り，夜に，月が地平線上に出ていれば，月を見ることがで

きます。

（表）を見ると，8月 3日の日の出は 4：50，日の入りは 18：44ですから，夜

なのは，0：00から 4：50，18：44から 24：00です。

また，8月 3日は 0：00にはもう月が出ていて，その月がしずんだのは 8：55，

そしてまた月が出てきたのは 21：12で，24：00まで月が出ていました。

よって，夜であり，しかも

月が出ていたのは，0：00から

4：50までの 4時間 50分と，

21：12から 24：00までの 2時間

48分の合計です。

4時間 50分＋ 2時間 48分＝ 7時間38分 が正解（？）になります。

夜

0：00 24：004：50 18：44

8：55 21：12

月が出ている
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問４ いろいろな月の，太陽との角度をおぼえておきましょう。

（表）を見ると，8月 6日の月の入りは 12：02ですから，

昼間です。

右の図のように，月と

太陽との角度は90度ですから，

この月は上げんか下げんかの

どちらかです。

太陽のある左側が光ってい

るので，この月は下げんの月

になり，答えは（オ）で，（図）

の番号では⑤です。

問５ 月の公転周期と自転周期が等しいから，月はいつも同じ面を地球に向けてい

ます。

「月の」という条件を書き忘れたり，最後に「から」をつけ忘れるミスが多

いので，注意しましょう。

太陽との角度

新月
満月
上げん
下げん
三日月

0度
180度
90度
90度

30度

南東 西


