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WHAT IS PLANET? 
 

Lrn&Shrプラットフォームは、英語、フランス語、ドイ

ツ語、日本語、中国語、スペイン語の異なる言語で学習

教材を提供しています。 
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太陽系探査 
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2006年の国際天文学連合(IAU)によると、プラネットは3つのことをしなければなり

ません。 

 それは星を周回しなければならない(私たちの宇宙の近所、太陽で)。 

 それは球形にそれを強制するのに十分な重力を持っているのに十分な大きさ

でなければなりません。 

 それは十分に大きいに違いない, 

その重力は、太陽の周りの軌道の近くに同様のサイズの他のオブジェクトを

取り除いた。 

2006-Nen no kokusai tenmongaku rengō (IAU) ni yoru to, puranetto wa 3ttsu no koto o 

shinakereba narimasen. 

 Sore wa hoshi o shūkai shinakereba naranai (watashitachi no uchū no kinjo, taiyō de). 

 Sore wa kyūkei ni sore o kyōsei suru no ni jūbun'na jūryoku o motte irunoni jūbun'na 

ōki-sadenakereba narimasen. 

 Sore wa jūbun ni ōkī ni chigainai sono jūryoku wa, taiyō no mawari no kidō no 

chikaku ni dōyō no saizu no ta no obujekuto o torinozoita. 

したがって、IAUは太陽系を3つのカテゴリーに定義しました。 

 惑星は天体である – 

o 太陽の周りの軌道上にあり、 

o 太自己重力が剛体力を克服するのに十分な質量を有し、静水圧平衡(ほぼ丸

い)形状を想定し、 

o その軌道の周りの近所をクリアしました。 

 「矮小惑星」は天体であり 

o 太陽の周りの軌道上にあり、 

o 自己重力が剛体力を克服するのに十分な質量を有し、静水圧平衡(ほぼ丸い

)形状を想定し、 
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o 軌道の周りの近所をクリアしていない、 

o は衛星ではありません。 

 太陽を周回する人工衛星を除くその他すべての物体を総称して「小型太陽系

の体」と呼ぶ。 

Shitagatte, IAU wa taiyōkei o 3ttsu no kategorī ni teigi shimashita. 

 Wakusei wa tentaidearu – 

o Taiyō no mawari no kidō-jō ni ari, 

o Dai jiko jūryoku ga gōtai-ryoku o kokufuku suru no ni jūbun'na shitsuryō o yūshi, 

seisuiatsuheikō (hobo marui) keijō o sōtei shi, 

o Sono kidō no mawari no kinjo o kuria shimashita. 

 Waishōwakusei' wa tentaideari  

o Taiyō no mawari no kidō-jō ni ari, 

o Jiko jūryoku ga gōtai-ryoku o kokufuku suru no ni jūbun'na shitsuryō o yūshi, 

seisuiatsuheikō (hobo marui) keijō o sōtei shi,  

o Kidō no mawari no kinjo o kuria shite inai, 

o Wa eiseide wa arimasen. 

 Taiyō o shūkai suru jinkō eisei o nozoku sonota subete no buttai o sōshō shite `kogata 

taiyōkei no karada' to yobu. 
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惑星を持つ銀河 

 私たちの銀河には星よりも多くの惑星があります。私たちの星を周回する現

在の数:8。 

 内側の岩石惑星は水星、金星、地球、火星です。外側の惑星はガスの巨人木

星と土星と氷の巨人天王星と海王星です。 

 海王星を越えて、多年生のお気に入りの冥王星を含む矮小惑星と呼ばれる小

さな世界の新しいクラスが君臨しています。 

Wakusei o motsu ginga 

 Watashitachi no ginga ni wa hoshi yori mo ōku no wakusei ga arimasu. Watashitachi 

no hoshi o shūkai suru genzai no kazu: 8. 

 Uchigawa no ganseki wakusei wa suisei, kinboshi, chikyū, kaseidesu. Sotogawa no 

wakusei wa gasu no Kyojin mokusei to dosei to kōri no Kyojin ten'nōsei to 

kaiōseidesu. 

 Kaiōsei o koete, tanensei no okiniiri no meiōsei o fukumu waishōwakusei to yoba reru 

chīsana sekai no atarashī kurasu ga kunrin shite imasu. 
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太陽系の惑星 

Taiyōkei no wakusei 
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ドワーフ 惑星 私たちの太陽系では 
 
2006年にIAUが採用した定義によると、ドワーフ 惑星 

「自らの重力で丸められるほどの大きさの恒星を周回する天体は、惑星の隣接領域

をクリアしておらず、衛星ではない。より明確に、それは、その圧縮強度を克服し

、静水圧平衡を達成するのに十分な質量を持っている必要があります。IAUは現在

、太陽系内の5体を矮小体と認識している惑星  

さらに6人が今後数年間で認識される可能性があります。 

Dowāfu wakusei watashitachi no taiyōkeide wa 

2006-Nen ni IAU ga saiyō shita teigi ni yoru to, dowāfu wakusei `mizukara no jūryoku de 

marume rareru hodo no ōki-sa no kōsei o shūkai suru tentai wa, wakusei no rinsetsu ryōiki o 

kuria shite orazu, eiseide wanai. Yori meikaku ni, soreha, sono asshuku kyōdo o kokufuku 

shi, seisuiatsuheikō o tassei suru no ni jūbun'na shitsuryō o motte iru hitsuyō ga arimasu.  

IAU wa genzai, taiyōkei-nai no 5 karada o waishō-tai to ninshiki shite iru wakusei sarani 6-ri 

ga kongo sū-nenkan de ninshiki sa reru kanōsei ga arimasu. 
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学習成果 

1. あなたは惑星によって何を理解していますか? 

2. ドワーフ惑星とは何ですか? 

3. 太陽系の各惑星の特性について話し合う。 

Gakushū seika 

1. Anata wa wakusei ni yotte nani o rikai shite imasu ka? 

2. Dowāfu wakusei to wa nanidesu ka? 

3. Taiyōkei no kaku wakusei no tokusei ni tsuite hanashiau. 

 

 

 

ソース: www.universetoday.com , https://solarsystem.nasa.gov  

収集された情報: https://solarsystem.nasa.gov 


