Stargazing early autumn sky
Tonight, we have a good time of stargazing party by using a planetarium which is able to
project more than 2.20 million stars and constellations.
This blackout dome is made of a material that is easy to break and is sensitive to heat. So, be
careful not to get hooked and break.
The front of everyone sitting is south. The direction on the left hand side is east and the
direction on the right hand side is west.
The planet climbs to the sky from the east, climbs to the highest altitude at south (let’s call it
the exact middle), then tilts to the west and sinks. Every star the same.
The culmination of a celestial object (a planet, a star or constellation) is either of two moments
when it reaches the observer's meridian on the celestial sphere, on which it appears to move
along a circular path over the course of a day, due to Earth's rotation.
On the other side, when you face to north, all starts rotate anti-clockwise which is called as
“diurnal motion.“ I’ll show you later.
At the end of August when summer vacation ends, it is time to enjoy summer constellation and
autumn constellation at the same time.
Start with Sagittarius. Though they are summer constellations, they are still above the horizon.
Also we have still good view of Scorpius (the scorpion.) The red giant first magnitude star
Antares (553 light years), which is said to be the red heart, is shining in the center of the
Scorpion. On top of that you can see the Arcturus (37 light years) of the alpha first magnitude
star which is also a red giant star. Altair (17 light-years) of Aquila and Vega (25 light-years) of
Lyra in the locality are shining of the culmination.
Well, let's introduce constellations in Autumn season. Try to identify Alpheratz (97 light year.)
you an find two constellations, Pegasus and Andromeda with M31, Andromeda galaxy are
well known.

Pegasus was the winged horse best known for his association with the Greek hero
Bellerophon. The manner of the horse's birth was unusual, to say the least. Its mother
was Medusa, the Gorgon, who in her youth was famed for her beauty, particularly her
flowing hair. Many suitors approached her, but the one who took her virginity was
Poseidon, who is both god of the sea and god of horses. Unfortunately, the seduction
happened in the temple of Athene. Outraged by having her temple defiled, the goddess
Athene changed Medusa into a snake-haired monster whose gaze could turn men to
stone.
When Perseus decapitated Medusa, Pegasus and the warrior Chrysaor sprang from her
body. The name Pegasus comes from the Greek word pegai, meaning 'springs' or
'waters'. Chrysaor's name means 'golden sword', in description of the blade he carried
when he was born. Chrysaor played no further part in the story of Pegasus; he later
became father of Geryon, the three-bodied monster whom Heracles slew.
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Pegasus stretched his wings and flew away from the body of his mother, eventually
arriving at Mount Helicon in Boeotia, home of the Muses. There, he struck the ground
with his hoof and, to the delight of the Muses, from the rock gushed a spring of water
which was named Hippocrene, 'horse's fountain'. The goddess Athene later came to see
it.
Perhaps the most enduring of all Greek myths is the story of Perseus and Andromeda,
the original version of George and the dragon. Its heroine is beautiful Andromeda, the
daughter of the weak King Cepheus of Ethiopia and the vain Queen Cassiopeia, whose
boastfulness knew no bounds.
Andromeda's misfortunes began one day when her mother claimed that she was more
beautiful even than the Nereids, a particularly alluring group of sea nymphs. The
affronted Nereids decided that Cassiopeia's vanity had finally gone too far and they
asked Poseidon, the sea god, to teach her a lesson. In retribution, Poseidon sent a
terrible monster (some say also a flood) to ravage the coast of King Cepheus's territory.
Dismayed at the destruction, and with his subjects clamoring for action, the beleaguered
Cepheus appealed to the Oracle of Ammon for a solution. He was told that he must
sacrifice his virgin daughter to appease the monster.
Hence the blameless Andromeda came to be chained to a rock to atone for the sins of
her mother, who watched from the shore with bitter remorse. The site of this event is
said to have been on the Mediterranean coast at Joppa (Jaffa), the modern Tel-Aviv. As
Andromeda stood on the wave-lashed cliffs, pale with terror and weeping pitifully at her
impending fate, the hero Perseus happened by, fresh from his exploit of beheading
Medusa the Gorgon. His heart was captivated by the sight of the frail beauty in distress
below.
The Roman poet Ovid tells us in his book the Metamorphoses that Perseus at first
almost mistook her for a marble statue. Only the wind ruffling her hair and the warm
tears on her cheeks showed that she was human. Perseus asked her name and why
she was chained there. Shy Andromeda, totally different in character from her
vainglorious mother, did not at first reply; even though awaiting a horrible death in the
monster's slavering jaws, she would have hidden her face modestly in her hands, had
they not been bound to the rock.
Perseus persisted in his questioning. Eventually, afraid that her silence might be
misinterpreted as guilt, she told Perseus her story, but broke off with a scream as she
saw the monster breasting through the waves towards her. Pausing politely to ask the
permission of her parents for Andromeda's hand in marriage, Perseus swooped down,
killed the monster with his sword, released the swooning girl to the enthusiastic
applause of the onlookers and claimed her for his bride. Andromeda later bore Perseus
six children including Perses, ancestor of the Persians, and Gorgophonte, father of
Tyndareus, king of Sparta.
It is said that the Greek goddess Athene placed Andromeda's image among the stars,
where she lies between Perseus and her mother Cassiopeia. Only the constellation
Pisces, the Fishes, separates her from the Sea Monster, Cetus.
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I will introduce some topics of astronomy. The Andromeda galaxy was once called
Andromeda Nebula. It is now known that it is a galaxy. The type of galaxy is a swirl
galaxy, which is said to be twice its size. In addition, the galaxy is not stationary. It
moves about at a speed of 650 km / sec or more. It is said that this Andromeda galaxy
collides with the Milky Way Galaxy after 4 billion years. Let me introduce constellations
that are also highlighted. Aquarius and Pisces of the South and Fomalhaut of the first
magnitude star.
Aquarius, Pisces of the South, there are many topics of astronomy. For instance. TRAPPIST-1
was found 40 light-years away from the earth in the direction of the constellation Aquarius in a
relatively dark area. TRAPPIST-1 is that was confirmed to have a planetary system for the first
time as a celestial body of this size. TRAPPIST-1 is an ultra-cool red dwarf star that is slightly
larger, but much more massive, than the planet Jupiter; it is located 39.6 light-years from the
Sun in the constellation Aquarius. Seven temperate terrestrial planets have been detected
orbiting the star, a larger number than detected in any other planetary system. A study released
in May 2017 suggests that the stability of the system is not particularly surprising if one
considers how the planets migrated to their present orbits through a protoplanetary disk.
Fomalhaut is the brightest star in the constellation of Piscis Austrinus and one of the brightest
stars in the sky. It is a class A star on the main sequence approximately 25 light years from the
Sun as measured by the Hipparcos astrometry satellite. Fomalhaut is surrounded by several
debris disks.
Pisces, Cetus and second magnitude star Diphda are also remarkable. Diphdaha, which was
previously referred to as Dieb Kaitos, has now been renamed Diphdaha.
Look at the sky in the north. You can see Ursa Minor and Cassiopeia.
These constellations never sink below the horizon all the year round.
Finally, I will introduce the diurnal movement and it will be over.
Ok, it almost call it a day. Thank you.
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Appendix Depp sky
Andromeda galaxy

Andromeda galaxy is moving by 620km/s and will collide with our galaxy after 3.75
billionyears.
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Fomalhaut, also designated Alpha Piscis Austrini (α Piscis Austrini, abbreviated Alpha PsA, α
PsA) is the brightest star in the constellation of Piscis Austrinus and one of the brightest stars
in the sky. It is a class A star on the main sequence approximately 25 light-years (7.7 pc) from
the Sun as measured by the Hipparcos astrometry satellite. Since 1943, the spectrum of this
star has served as one of the stable anchor points by which other stars are classified.
Fomalhaut holds a special significance in extrasolar planet research, as it is the center of the
first stellar system with an extrasolar planet candidate (designated Fomalhaut b, later named
Dagon) imaged at visible wavelengths. The image was published in Science in November 2008.
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初秋の観望会
(夏の終わり、初秋の星座)
夏休みが終わる8月末は、夏の星座と秋の星座を同時に楽しめる時期だ。さあ、射手座から見
つけてみよう。それらは夏の星座だが、まだ見頃な星座だ。射手座はほとんど地平線上にある。
大きな赤い星、火星が射手座のお尻近くに見える。さそり座も地平線の上にある。さそり座の
中心には赤い心臓といわれるα星で一等星のアンタレス(553光年)が明るく見える。西の方角に
は同じく赤色巨星、うしかい座α星で一等星のアークトゥルス(36.7光年)が見える。南の方角か
ら上空を見上げてみよう。わし座のアルタイル(17光年)とこと座のベガ(25光年)がほぼ正中
culmination に近いところに輝いている。
では、秋の星座を紹介しよう。 秋の夜空には暗い星が多く。星座を見つけるのは容易ではない。
秋の四角形をご存知じかな？秋の夜空には秋の四角形と呼ばれるペガサス座 Pegasus、二等星
アルフレッツAlpheratzとアンドロメダ座がよく知られている。
神話の話題を話そう。ペガサスは、ギリシャの英雄ベレロフォンBellerophon との関係で有名
な翼のある馬である。ベレロフォンは、天馬ペガサスに乗ってキメラChimeraを退治したこと
で知られる。その母親はメデューサMedusa、彼女の若さで彼女の美しさ、特に彼女の流れる
髪のために有名だったゴルゴンGorgon だった。多くの婚約者が彼女に近づいたが、彼女の処女
を受けたのは海の神でも馬の神でもあるポセイドンだった。残念ながら、誘惑はAtheneの寺院
で起こった。彼女の寺院を汚したことに憤慨した女神アテネはメデューサを蛇の怪物に変え、
その凝視が男性を石に変える。ペルセウスがメデューサを斬首したとき、ペガサスと戦士クリ
サールChrysaorが彼女の体から飛び出した。ペガサスという名前は、ギリシャ語のペガイから
来たもので、「泉」や「水」を意味している。 クリサールの名前は、彼が生まれたときに運ん
だ刃の説明で、「金色の剣」を意味する。 クリサールはペガサスの物語にそれ以上の役割を果
たしていなかった。彼は後にヘラクレスが殺した三人の怪物ゲリソンの父となった。
ペガサスは翼を伸ばし、母親の身体から離れ、最終的にはミューズの本拠地であるボオティア
のヘリコン山に到着した。そこでは、彼は自分の蹄で地面を打ち、岩の湧き出た泉からヒッポ
クレンという名前の「馬の噴水」が湧き出た。女神アテネは後でそれを見に来た。
アンドロメダ座の神話、おそらく、すべてのギリシャ神話の中で最も永続的なのは、ペルセウ
スとアンドロメダのジョージとドラゴンのオリジナル版だ。そのヒロインは美しいアンドロメ
ダ、エチオピア王キエフ・セフェウスの娘、そして誇らしい女王カシオペアだ。アンドロメダ
の不幸は、ある日、彼女の母親が、特に魅惑的な海のニンバのネレイドよりも美しいと主張し
たときに始まった。謝罪されたNereidsは、カシオペアの虚栄心が最終的に遠すぎて、海の神、
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ポセイドンに彼女に教訓を教えてくれるように頼んだ。報復では、ポセイドンはセフェウス王
の領土の海岸を荒廃させる恐ろしい怪物を送った。破壊に落胆し、被告らが行動を求めて騒が
れたとき、威嚇されたセフェウスはアンモンオラクルに解決策を求めた。彼はモンスターを和
らげるために彼の処女娘を犠牲にしなければならないといわれた。そのため、恥ずべきアンド
ロメダは、荒れ果てた悔い改めで海岸から見た母親の罪を償うために、石に連鎖するようにな
りました。このイベントの現場は、現代テルアビブのジョッパJaﬀaの地中海沿岸にあるといわ
れている。アンドロメダが波打った崖の上に立つと、恐怖で蒼白になり、運命にうんざりして
泣き叫ぶペルセウスの主人公は、ゴルゴンのメドゥーサを斬首したことから生まれました。彼
の心は、下の苦痛の虚弱な美しさに魅了された。
ローマの詩人Ovidは、当時のペルセウスが大理石の彫像を間違えたという変身を、彼の本で教
えている。彼女の髪の毛をぐっすぐな風と頬の暖かい涙だけが彼女が人間であることを示した。
ペルセウスは彼女の名前を尋ね、彼女がそこに連鎖していた理由を尋ねた。シャイ・アンドロ
メダは、母親とはまったく違って、最初は答えなかった。モンスターの激しい顎の恐ろしい死
を待っているにもかかわらず、彼女は岩に縛られていなかったならば、彼女の顔を適度に彼女
の手に隠してしまった。最終的には、彼女の沈黙が罪悪感として誤解されるかもしれないこと
を恐れ、彼女はペルセウスに彼女の話を語ったが、怪物が彼女に向かって波を突き抜けている
のを見て悲鳴を切る。アンドロメダとの結婚の許可を求めるために両親の許可を求めるために
丁寧に休み、ペルセウスは襲いかかった。剣でモンスターを殺し、膨らんだ少女を見物人の熱
烈な拍手に解放し、彼女を花嫁にと頼んだ。アンドロメダはペルセウスの祖先であるペルセウ
ス、スパルタの王ティンダレウスの父ゴルゴフォンテを含むペルセウス6人の子供を産んだ。ギ
リシャの女神アテネは、ペルテウスと母カシオペアの間にある星の中にアンドロメダのイメー
ジを置いたと言われている。うお座Piscesは、彼女をSea Monster、くじら座Cetusから引き離
した。
さて、神話から離れて、天文学の話題を少し紹介する。アンドロメダ銀河は、かつてはアンド
ロメダ星雲と呼ばれていた。現在は、銀河であることが知られている。銀河の種類は渦巻き銀
河で、その大きさは2倍のといわれている。さらに、銀河は静止していない。秒速650km以上の
速さで動き回っている。このアンドロメダ銀河が、40億年後には、天の川銀河と衝突するとい
われている。
水瓶座、みなみのうお座と一等星フォーマルファルト、うお座、くじら座と2等星Diphdaを紹介
しよう。水瓶座、みなみのうお座には、天文学の話題が豊富である。このサイズの天体として
初めて惑星系を持つことが確認された。TRAPPIST-1は超低音の赤い矮星である。惑星木星より
もやや大きめで、水瓶座の方向、太陽から39.6光年に位置している。 7つの温暖地上惑星が星
を周回しており、他のどの惑星系でも検出された数よりも多い。 2017年に発表された研究では、
惑星が原始惑星系ディスクを介して現在の軌道にどのように移動したかを考えると、システム
の安定性は特に驚くべきことではないという。
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フォーマルハウト(Fomalhaut)、またはみなみのうお座α星(α PsA)は、みなみのうお座にある恒
星で、全天に21個ある1等星の1つである。 Hipparcos astrometry satelliteで測定したところ、
太陽からの約25光年の主系列上のクラスA星である。フォーマルハウトAはいくつかの塵の円盤
に囲まれている。
北の空、こぐま座、カシオペア座、これらの星座は、一年中、地平線の下に沈むことがない。
最後に、北極星を中心に回る日周運動を紹介して、終わる。

付録
深層宇宙の話題を紹介
動き回る銀河
私たちの銀河に一番近く(240万光年の位置にある)銀河であるアンドロメダ銀河は、620km/s も
の高速で回転しながら我々の銀河に近づいてきている。約40億年後には私たちの銀河と衝突す
るといわれている。

フォーマルハウト
惑星系形成を探るヒントとなる、星の周りの塵のリングの詳細な画像が公開された。

近傍恒星フォーマルハウトのまわりに観測されたちりのリング（提供：NASA, ESA, P. Kalas and J. Graham（University of
California, Berkeley）, Space Flight Center）
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その星の名前はフォーマルハウト。私たちの太陽系に非常に近い(25光年)のところにある恒星で
ある。秋も深まった頃、南の空の低い空に白く光る1等星として見ることができる。みなみのう
お座のα星で、「秋のひとつ星」とも呼ばれている恒星だ。惑星が隠れていると考えられる
フォーマルハウトの周りの塵のリングをハッブル宇宙望遠鏡で観測した。この狙いは、若い星
の周りにある塵のリングや円盤を調べ、太陽系をはじめとする惑星系の形成を探る手がかりを
得ようというのものである。フォーマルハウトの周り塵のリングが教えてくれることは、惑星
形成期の後期の様子、つまり、惑星が惑星形成から取り残された塵の残骸と衝突し続けていた
時期の姿である。塵のリングの中心は星から20億キロメートル離れたところにある。つまり、
太陽-冥王星間の3分の一に匹敵するほど星とリングの中心は離れている。なぜこのようなこと
が起こっているのか？研究チームは見えない天体が楕円軌道を回っていて、その重力によって
リングが変形したのではないかと考えているようだ。
みずがめ座の方向に、惑星系が発見された。TRAPPIST-1と呼ばれる惑星系には、地球とよく似
た惑星が見つかっている。
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