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スイカ割り
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６月号「私は誰でしょう」の答え Ａさん：

君 Ｂさん：

ロサンゼルスにはグリフィス天
文台という天文台がある。マウン
トハリウッドという山の南向きの
坂に立っている。高い山の坂に
立っているので、そこからロサン
ゼルス市内やハリウッドサイン、
太平洋などをも一望することができる。グリフィス天文台は1933年に
建て始め、1935年に完成し、公開以来、入場は無料だ。グリフィス天
文台では、宇宙について知りたいと思っている多くのことができる。
例えば、晴天の時、天文台では305mmの屈折望遠鏡を使い、公共望遠
鏡観測がされている。普通望遠鏡は月や明るい惑星に向かっている。
そして我々の銀河系や地球についての非常におもしろいライトショー
が提供されているプラネタリウムもある。グリフィス天文台は、カル
フォルニア州有数の観光スポットとして長い間人気だ。

Useful English Expressions
Time flies like an arrow. 光陰矢の如し。
I want to learn about space. 宇宙について知りたいと思う。
君

今月号の答えは９月号に掲載します。

