
 【2022年8月 】投映スケジュール

10:30～ 12:00～ 13:30～ 15:00～ 16:30～ 18:30～

8月1日 月 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月2日 火 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月3日 水 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月4日 木 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月5日 金 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月6日 土 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月7日 日 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月8日 月 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月9日 火 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月10日 水 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月11日 木 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月12日 金 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月13日 土 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月14日 日 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月15日 月 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

10:30～ 12:00～ 13:30～ 15:00～ 16:30～ 18:30～

8月16日 火 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月17日 水 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月18日 木 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月19日 金 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月20日 土 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月21日 日 天文講座 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月22日 月 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月23日 火 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月24日 水 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月25日 木 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月26日 金 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月27日 土 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ 星空さんぽ

8月28日 日 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月29日 月 イナズマデリバリー 嵐の名探偵テッド イナズマデリバリー 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月30日 火 学習投映(小学生向け） 嵐の名探偵テッド 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ

8月31日 水 学習投映(小学生向け） 嵐の名探偵テッド 星空さんぽ まだ見ぬ宇宙へ



   
 
 

スペース LABO プラネタリウム番組のご案内 

 

 スペース LABOオリジナル番組   解説員による星空解説あり   約 45分   7月 2２日からの新番組  

嵐の名探偵 T（テッド） －伝説の気象学者・藤田哲也－  
投映期間：2022年７月２２日（金）～10月 10日（月祝）［予定］ 

主な対象：小学校 4年生以上 
 

北九州市出身の気象学者・藤田哲也博士を 

ご存知ですか？藤田哲也博士は、竜巻の強 

さを示す国際的な尺度である「Ｆスケール」 

の考案や、「ダウンバースト」を発見し飛行機 

の安全を高めた気象学者です。 この番組で 

は名探偵テッドと一緒に謎解きをしながら、 

気象の謎をわかりやすく紹介します。推理と 

迫力ある映像で「体感式サイエンス番組」を 

お楽しみください！ 

                                                          ©北九州市・五藤光学研究所 

■声の出演は北九州市ご出身の置鮎龍太郎さん（テッド役）、金子有希さん（ナレーター）のお二人です。 

 

 

 

 解説員による全編生解説番組    約 45分    7月 2２日からの新番組  

プラネタリウム星空さんぽ 
投映期間：2022年７月２２日（金）～10月 10日（月祝）［予定］ 

主な対象：小学校 4年生以上 
 

スペース LABOの解説員が、北九州市から 

見えるその日の星空や宇宙の話題をお話し 

します。たっぷり星を見たい、ゆっくり星を 

見たい方にはお勧めです。 

国内最大級のプラネタリウムで美しい星空を 

ご堪能下さい。 

 

■冒頭では、スペース LABOのプラネタリウ 

ムを紹介する番組（約 5分）を投映します。 

ナレーションは北九州市ご出身の前田佳織 

里さんです。 

 

 

 



 

 

 

 解説員による星空解説あり   約 45分   好評投映中！  

イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?! ～ブラックホールとの遭遇～ 

投映期間：2022年 5月 9日（月）～12月 18日（日）［予定］ 

主な対象：子ども 
 

地球から遠く離れた、どこかの惑星に住む宇宙人・バイザウェイ。 

地球のサメに会うため、宇宙に飛び出したバイザウェイは、色々な 

銀河やブラックホールなど、摩訶不思議な天体の姿に興味津々。 

バイザウェイは、無事に地球にたどり着けるかな？アニメ「イナズ 

マデリバリー」のプラネタリウム版オリジナルストーリーです。 

解説員による「今夜の星空解説」とともにお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 解説員による星空解説あり   約 45分   好評投映中！  

まだ見ぬ宇宙へ 
投映期間：2022年 5月９日（月）～10月 10日（月祝）［予定］ 

主な対象：大人 

 

私たちはどこにいるのだろう？ もし地球を飛び立ち宇宙へ行くことができたと 

したら、そこにはどんな景色が広がっているのだろう？太陽系から無数の星が輝 

くオリオン腕を抜け、天の川銀河、局所銀河群、おとめ座超銀河団と、宇宙を広く 

見渡しながら旅していくと、様々な天体が作り出す美しい光景に出会う。それは初 

めて目にする宇宙の姿だ。 

解説員による「今夜の星空解説」とともにお楽しみください。 

 

 

 

 

©「まだ見ぬ宇宙へ」製作委員会 

©INAZMA Project 
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