
ソーラーカープロジェクトは、太陽光のエネルギーで
走るソーラーカーを設計、製作し、毎年、FIA 
ALTERNATIVE ENERGIES CUPソーラーカーレー
ス鈴鹿やワールド・グリーン・チャレンジ・ソーラー＆FCカー・ラリー（秋田）に
参加しています。昨年は好成績を収めましたが、今年は残念ながら鈴鹿総合13
位でした。大学で製作し、鈴鹿に参加した競技用ソーラーカーを展示します。

工学実感フェア2012 プログラム Ⅱ OIT NOW
アイデアあり、技術あり、 OITの「今」を伝えます。
OIT NOW
アイデアあり、技術あり、 OITの「今」を伝えます。

大宮キャンパスへのアクセス

※公共交通機関をご利用ください。
※駐輪場は阪神高速道路高架下にございます。
※駐車場はございません。
　自家用車でのご来校はご遠慮ください。

大阪駅前バスターミナルから市バス34系統「守口車庫」行
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ロボットプロジェクト ～NHK大学ロボコン～
ものづくりセンター／近藤先生

ものづくりセンター／近藤先生

ものづくりセンター／近藤先生

NHK大学ロボコン2012にてベスト4に輝い
たロボットのデモンストレーションを行いま
す。

第5回八尾ロボットコンテストに本学代表と
して出場するチームを選抜するための学内
選考会を行います。4チームの中から1チー
ムが選ばれます。

ロボットプロジェクト ～第5回八尾ロボットコンテスト学内選考会～2

第11回レスキューロボットコンテストにてレ
スキュー工学大賞に輝いたロボットのデモン
ストレーションを行います。ロボットの操縦
体験も行います。

ロボットプロジェクト ～レスキューロボット～3

機械工学科／小池先生
今年の鳥人間コンテストに出場した人力飛行機と
説明ポスターを展示します。一部破損しています
が、琵琶湖を飛んだ飛行機を実感してください。

人力飛行機プロジェクト
～鳥人間コンテストに出場した人力飛行機～

7

ロボット工学科／廣井先生
ロボカップ＠ホームリーグに出場し、2年連
続準優勝！最新の生活支援ロボットを体験
しよう。

ロボカップ＠ホームリーグ 4

機械工学科／中川先生
ソーラーカープロジェクト5

機械工学科／中川先生、電気電子システム工学科／大森先生

ガソリンエンジンを電動モータに置換した大工大製電気自動車の
展示とソーラーコミューターカーを用いたワイヤレス充電の実演。

コンバート電気自動車とワイヤレス充電9

食堂生ごみをエネルギーに変換する学科横断プロジェ
クトです。4学科が互いの得意分野の最新技術で地球
環境問題に取り組んでいます。見学ツアーも実施します。

OITキャンパスエコプロジェクト8

1

■ 地域に開かれた学びの場をめざして
大阪工業大学 学長　工学博士　井上 正崇

　大阪工業大学は工学部、情報科学部そして知的財産学部の3学部を有し、大
宮そして枚方にあるふたつのキャンパスで、約8,000名の学生が学んでいます。
1922（大正11）年、建学。以来、「世のため、人のため、地域のために『理論に裏
づけられた実践的技術を持ち、現場で活躍できる専門職業人の育成』を行う」こ
とを教育理念に掲げ、これまで日本の発展に貢献する人材を数多く輩出してい
ます。その教育は、徹底した実践主義で行われ、教員が学生と共に課題を共有し、
密接に関わりながら知識、技術の体得と人間性の向上を促すことに特色があり
ます。現在、本学では持続可能な社会の実現に向けて、環境共生を配慮した様々
な学生主体のプロジェクト活動を活発に行っています。例えば、学内の廃棄物
を利用してリサイクルエネルギーを活用するOITキャンパスエコプロジェクト
やソーラーカー プロジェクト、ロボット プロジェクトなどがあります。ロボッ
トプロジェクトは、「NHK大学ロボコン2012」で、昨年の結果を上回りベスト4に
入賞しました。また、ソーラーカープロジェクト、学生フォーミュラSAEプロジェ
クトでは上位進出を果たすほか、人力飛行機プロジェクトでは鳥人間コンテス
トに出場し、人力プロペラ機ディスタンス部門6位の成績を残す活躍を見せま
した。2007年から学生や教員たちが学部・学科横断型で、多くの企業の協力を
いただきながら開発した本学の小型人工衛星「PROITERES」の打ち上げが成功し
ました。
　東日本大震災の甚大な影響が今なお残る今日、我が国は経済的にも厳しい状
況にあります。この国を再び活力あるものにするため、グローバルな世界で通
用する技術力を磨くと同時に、未来を担う子供達の理科教育にも一層の配慮が
求められています。本学は、真に活躍できるエンジニアを育成するために、も
のづくり教育や環境教育をカリキュラムに反映させた丁寧な教育を行っていま
す。これらで培ってきた教育の実績を基礎として、理科のおもしろさを広く知っ
てもらうのに貢献できるとの確信を持ち、大学を広く社会に開き、地域の方々
にも本学の持つ知識や技術、施設を活用いただく活動を行います。
　本パンフレットでご案内する催事は、そのうちのひとつです。わたくしたち
の教育の一端に触れていただく機会になることを切に願っています。

日時：10月28日（日）
　　 13：00～14：00（開場 12：30）
会場：10号館4階1041教室

Ⅰ テクノ・フォーラム

Ⅱ OIT NOW

日時：10月27日（土）、28日（日） 10：00～ 16：00
会場：2号館1階、10号館前

アイデアあり、技術あり、 OITの「今」を伝えます。

Ⅲ ものづくり実践教室

日時：10月27日（土）、28日（日） 10：00～ 16：00
会場：各研究室

みてみよう、作ってみよう、科学しよう。

Ⅳ エンジョイ・プログラム

テクノ・フォーラム

OIT NOW

ものづくり実践教室

エンジョイ・プログラム

日時：10月27日（土）、28日（日） 10：00～ 16：00
会場：10号館前広場

技術について知る、体験する場。

ミニソーラーカー、電動四輪バギー（小学4年生以上・雨天中止）
ミニＳＬ蒸気機関車
スカイアクティブエンジン搭載自動車「CX－5」（要運転免許証）
【28日のみ】

※定員170名　入場は先着順。定員になり次第、
　入場を締め切らせていただきます。

http://www.oit.ac.jp/

工学実感フェア
2012 10月27日 28日/Sat Sun

大阪工業大学大宮キャンパスにて
開催時間 10:00～16:00

チャレンジ、日本。
―夢をかなえるひとに――夢をかなえるひとに―

技術は、国境を越え、人々のこころを動かす。

ものづくりには、

常に、より良い世界へと変えるチャンスがあり、

チャレンジしつづける人たちがいます。

夢をつかんで、はなさない、あきらめない。

大阪工業大学も、

そんなタフなエンジニアを育てています。

工学実感フェアでは、大学のあたらしい動きと

最新のテクノロジーをわかりやすく伝えています。

お子さまと一緒に実験や体験をしながら、

科学の楽しさを実感してください。

技術は、国境を越え、人々のこころを動かす。

ものづくりには、

常に、より良い世界へと変えるチャンスがあり、

チャレンジしつづける人たちがいます。

夢をつかんで、はなさない、あきらめない。

大阪工業大学も、

そんなタフなエンジニアを育てています。

工学実感フェアでは、大学のあたらしい動きと

最新のテクノロジーをわかりやすく伝えています。

お子さまと一緒に実験や体験をしながら、

科学の楽しさを実感してください。

主　　催：大阪工業大学
企画・運営：大阪工業大学工学部　工学実感フェア2012実行委員会
協　　力：The Boeing Company、マツダ株式会社、
　　　　　大阪工業大学城北祭実行委員会（順不同）

問合せ先：工学実感フェア2012実行委員会事務局
　　　　　大阪工業大学工学部事務室（大宮キャンパス内）
　　　　　大阪市旭区大宮5-16-1　TEL 06-6954-4419
　　　　　e-mail kougaku@ofc.oit.ac.jp

Made with Japan．
常識をくつがえすものづくりの現場を知ろう。

ボーイング787の誕生
:『BETTER』へのあくなき追求

日時：10月27日（土）
　　 13：00～14：00（開場 12：30）
会場：10号館4階1041教室

The Boeing Company
小林美和 氏

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部 主査 
仁井内 進 氏

マツダの新世代ガソリン・ディーゼルエンジン 
-SKYACTIV-G と SKYACTIV-D- 学
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機械工学科／桑原先生、
ものづくりセンター／小川先生

全日本学生フォーミュラ大会に出場するために、学生が
製作したレーシングマシンを展示します。今年9月に開催
された第10回大会で82校中15位の成績を収めました。

学生フォーミュラSAEプロジェクト6

高校生のものづくり道場
▶開催場所　大阪工業大学ものづくりセンター

TEL：06－6954－4063　FAX：06－6952－4474
URL：http://www.oit.ac.jp/japanese/monolab/問い合わせ先

応用化学科、電気電子システム工学科、
機械工学科、環境工学科



Ⅲ ものづくり実践教室
みてみよう、作ってみよう、科学しよう。

バリアフリー電子楽器で演奏してみよう2 ロボット工学科／赤澤先生
タッチパネルを触って知っている曲が演奏ができます。

●所要時間15～20分程度

君の脳と機械がつながる！◆3 ロボット工学科／筒井先生
脳からの信号伝達の仕組みを知ろう。君の脳からの信号を筋肉を通して取り出し、
脳からの信号で機械（ロボットフィンガー）を動かす実験を行います。

いろいろなロボットと遊ぼう4 ロボット工学科／大須賀先生
ダンボールでできたロボットが案内します。触ったり声をかけたら反応するロボットと遊べます。ぬいぐるみを抱い
て息を合わせてみましょう、心が落ち着くかな？筋肉の動きを使って、ロボットアームを動かす体験ができます。
●所要時間15～20分程度　●中学生以下の筋電計測には保護者の許可が必要

LEGOロボットでシミュレーション5 ロボット工学科／本位田先生
LEGOで作ったロボットをいろいろ動かしてみます。そのロボットや製品の動きを動画にとっ
て、どのように動いたかを追跡してみます。品物の動きがどのようになるか確かめてみましょう。
●所要時間15分程度

セルロース液晶の構造色6 生命工学科／宇戸先生
植物を原料とするヒドロキシプロピルセルロース液晶が持っている構造は特定の色を反射する働きを持ってい
ます。混練機という特別な道具を使いセルロース液晶をつくります。美しい構造色の輝きを体験してみましょう。
●所要時間15分程度

植物に含まれる色素は、どんなものがある？7 生命工学科／吉浦先生
確かめてみましょう。シリカゲル薄層（はくそう）クロマトグラフィーを利用して高等緑
色植物の光合成色素（クロロフィル類及びカロテノイド類）の分離実験を行います。
●所要時間30分

自分でつくって坂道レースに参加しよう8 機械工学科／学生有志
自分のイメージの車を作ろう。作った車で坂道レースをするよ。遠くまで走れるよう
にタイヤや車の形を工夫してみよう。
●所要時間約40分

ペットボトル風車を作って発電しよう◆9 機械工学科／川田先生
ペットボトルで小型の風車を作り、風力発電の原理を学びます。風の力で羽根とモータを回し
ます。これにより電気がおこり、LEDライトが点灯します。どれだけ明るくLEDライトがつくかな。
●所要時間1時間

ゴム動力飛行機を飛ばそう10 機械工学科／小池先生
ゴム動力の模型飛行機を作って、飛ばします。空気の力を考えてよく飛ぶように工
夫します。
●所要時間2時間

くるりんブレスレット11 機械工学科／羽賀先生
圧延（あつえん）とロール曲げという方法でアルミのブレスレットをつくるよ。デザインは自
由。力を加えると形が変わり、もとに戻らない金属の「塑性」という性質を利用しているんだ。
●所要時間約30分

自動車周りの流れを見てみよう12 機械工学科／川田先生
空気の流れを煙で見えるようにするのは、流れを観察する上で大切です。また流れによって生じる抵抗を計るのは、自動
車の燃費を改善する上でも大切です。ウレタンフォームで自動車の形状を作り、流れを観察し空気の抵抗を計ります。
●所要時間1時間

オリジナル携帯ストラップをつくろう13 機械工学科／西川先生
不思議！やわらかいプラスチックなのに、光をあてると硬くなる！この原理でオリジ
ナル携帯ストラップをつくるよ。できあがったら、持ち帰れます。
●所要時間約10分　●27日のみ

機械・電子部品でつくるオリジナルグッズ14 機械工学科／学生有志
ネジやLEDライトなどの部品をホットボンドで接着してオブジェやロボットを作り
ます。
●所要時間約30分

バイオ燃料エンジンって何だろう？／エンジン部品を使ってキーホルダーを作ろう！◆15 機械工学科／桑原先生
ラジコン用エンジンを分解して組立てます。自分が組み立てたエンジンで発火運転を体験します。化学エネルギーを
機械仕事に換える仕組みやエンジンの構造を学びます。点火プラグを使ってクールなキーホルダーを作りましょう。
●所要時間1時間

シャカシャカして発電！16 機械工学科／上田先生、上辻先生
いろんな色のLEDを使ったオリジナルのライトをつくります。シャカシャカして発電
する圧電ライトで究極のエコを体験しよう。
●所要時間1時間

ラジコンで、土木工事に挑戦32 都市デザイン工学科／日置先生
ラジコンで震災からが復興に欠かせない土木工事に挑戦してもらいます。土を掘り、運び、敷きな
らす工程を、ラジコン（ショベル、ダンプトラック、ブルドーザ）を使用して疑似体験してもらいます。
●所要時間5分

コンクリートでアートをつくろう31 都市デザイン工学科／井上先生
コンクリートは私たちが生活するうえで必要な道路、橋、ビルなど、さまざまなものに使われています。今回はその主な材料である
セメントと水を使って、キャラクターをはじめとするアート作品づくりに挑戦します。あなたもオリジナル作品を作ってみませんか？
●所要時間約1.5時間

名作椅子のミニチュアモデルを作ろう◆30 空間デザイン学科／赤井先生
時代を超えて愛される名作椅子を、木や紙を使った手のひらサイズのモデルで再
現してみましょう。美しいデザインを知ると共に、工作の基礎も学べます。
●所要時間約30～60分（難易度により）（カッターを使います）　●27日のみ

デザイナーの卵たち ─ 大学生の作品展示 ─ 29 空間デザイン学科／福原先生
建築、インテリア、プロダクト、ヴィジュアルのデザインジャンルを紹介し、各分野ご
との学生作品を展示します。

デザインの仕事28 空間デザイン学科／今井先生
わたしたちの身の回りの「もの」には、デザインが関わっています。デザインを教えて
いる大学の先生は、どんな仕事をしているか、どんな研究をしているかを紹介しま
す。いろいろな「デザインの仕事」を見てください。

マイ・デコレーション！オリジナル小物入れ27 機械工学科／学生有志
紙筒をデコレーションしてかわいい小物入れを作ろう。

●所要時間約30分

かんたん紙トンボ26 機械工学科／学生有志
羽の形やひねり方を工夫してよく飛ぶ紙トンボをつくりましょう。羽の色を工夫す
ると飛んでいるときにきれいです。
●所要時間約10分

ビニール袋が、ロケットになる25 機械工学科／学生有志
羽を曲げると回転しながら飛ぶよ。回転方向の調節、遠くまで飛ばす工夫をしよ
う。2種類の太さのビニール袋を準備。作ったロケットで的当てゲームをするよ。
●所要時間約20分

どこまで飛ぶかな？手づくりストロー飛行機24 機械工学科／学生有志
ストロー、紙、クリップで飛行機づくり。重りの位置や尾翼の
形をよく飛ぶように調節しよう。
●所要時間約30分

アルミや銅でつくるペンダント23 機械工学科／羽賀先生
アルミ、黄銅、銅の3種類の金属で、世界にひとつだけのペンダントを作れるよ。力
を加えると形が変わり、もとに戻らない金属性質「塑性」について学ぼう。
●所要時間約30分

ランプをつけるゲームで遊ぼう22 一般教育科／岸本先生
単純明快なルールのゲーム「領域選択ゲーム」をタッチパネルを使って体験してみ
ましょう。数学の「結び目理論」を応用したゲームです。

立体って、どんなもの？21 一般教育科／鎌野先生
算数で学ぶ図形は、ふだんは教科書で見るだけの人がほとんどでしょう。実際に立
体図形を作って触れてみましょう。
●所要時間30分

分光器で光を分けてみよう20 一般教育科／中村先生、原田先生、藤元先生
回折格子を用いた分光器を作製し、これを使って様々な光源のスペクトルを観察
します。分光器によって光を分けるしくみについて学びます。

形が変わる不思議な液体19 機械工学科／中川先生
力を加えることによって固体になる「ダイラタント流体」の不思議を体験してみま
しょう。小瓶の中に流体を入れ、振り加減によって液体の形が変わることを体験し
ます。

音の秘密を解き明かそう18 機械工学科／吉田先生
自動車などの交通騒音を分析するとき、原音に忠実な音を収録、再生できる計測
器を用いています。臨場感あふれる音再生システムを体験してみましょう。研究に
ついてもお話しします。

ロボットを操縦してみよう17 機械工学科／牛田先生
おもちゃのレゴブロックにモーターとマイコンが組み込まれた移動ロボットを自分
で操縦してみよう。自動プログラムで動くロボットとのスピード競争です。
●所要時間約10分

毒を以て毒を征する排気ガス浄化●49 電気電子システム工学科／吉田先生
エネルギー問題、大気汚染との関係について考えてみましょう。実際の浄化装置を
見てください。
●所要時間30分

紙コップでスピーカーを作ろう48 電気電子システム工学科／木村先生、重弘先生
エナメル線でコイルを作り、紙コップをつかって簡単なスピーカーを作ります。ス
ピーカーの構造や音のなるしくみを実感してもらいます。
●所要時間1時間

電池がなくても聞こえる！いざという時役に立つ傘ラジオを作ろう◆47 電子情報通信工学科／熊本先生、周先生
100円ショップなどで簡単に手に入る日用品を用いてラジオを作ります。うまくできると、大きな音で聞こえます。電
池がなくても聞こえるので、災害時にも役に立ちます。また、製作を通じて電気通信技術に触れることもできます。
●所要時間2時間

なんでもスピーカー46 電子情報通信工学科／西先生
カップ麺の容器、ペットボトル、発泡スチロール、ダンボール、紙箱など「なんでもスピーカー」にして
音を出します。発泡スチロールや、ボール紙をカットして振動板を製作し、性能テストも行います。
●所要時間15～30分程度　振動板素材の持参可（カップ麺の容器など軽く薄いもの）

電子回路っておもしろい！45 電子情報通信工学科／西口先生
小学生から大人まで、レベルに合わせて、作って楽しめる各種電子回路、電子工作
を用意しています。気楽に参加して、電子回路の面白さを体験してください。
●所要時間30分～1時間

シャーペンの芯と瓶で電球作り44 電子情報通信工学科／藤村先生
電球はなぜ光るのでしょう？身近な材料で電球を作り、光る仕組みを学びましょう。
（できればジャムの空き瓶を持って来て下さい）
●所要時間30分程度　●28日のみ

簡単アニメプログラミング◆43 電子情報通信工学科／原嶋先生
キーボード入力さえできれば、プログラムを作ったことのない人でも、簡単に
アニメーションのプログラムができます。自分だけのアニメを作ろう！
●所要時間1時間　●27日のみ

手作りモーターに挑戦。動くかな？◆42 電気電子システム工学科／見市先生
わたしたちの身の回りにあるモーターを身近な材料を使って手作りし、そのはたら
きや仕組みについて学びます。
●所要時間1時間

うまくできるかな？自分で作る電光掲示板◆41 電気電子システム工学科／田熊先生
LEDとマイコンを使って電光掲示板を作ろう！人間の錯覚を利用した、簡単な電光掲示板を製作します。メッセー
ジを表示するLEDと、メッセージを作るマイコンを半田付けします。メッセージや模様がうまく表示できるかな？
●所要時間1.5時間

近未来の宇宙航行ロケットエンジンの噴射実験40 機械工学科／田原先生
各種の宇宙航行用電気推進ロケットエンジンの原理を説明し、実際に噴射実験を
行います。はやぶさ探査機に搭載されたイオンロケットエンジンもあるよ。

大空を舞う、ジェットエンジンの噴射実験39 機械工学科／田原先生
航空機の飛行の原理を説明し、小型ジェットエンジンの噴射実験を行います。

「我が家」も、地震に備えてほしい

38

建築学科／堀家先生
免振建物・耐震建物を学びます。我が家を地震から守りましょう。
1．短くてわかり易い免振・耐震の話　2．我が家（木造）の簡単な耐震診断　
3．安全な建物の模型図つくり　●27日のみ

眼で見るカーテンの「遮熱」効果

37

建築学科／河野先生
カーテンなど開口部周りの遮熱性能を、赤外線放射カメラにより見える化します。
※印刷物を持ち帰り可能

不思議なケーブル構造を見つけよう36 建築学科／林先生
主にケーブルで造られた建物を知っていますか。ケーブルと鋼管の代わりに透明輪ゴムとプラスチックの丸
棒を使って、テンセグリティというユニークな正二十面体を組み立てて、その不思議さを直接体験しましょう。
●所要時間1時間　●27日のみ

測るんです！35 都市デザイン工学科／山口先生
歩いて距離を測りながら、昔の地図づくりを学習します。
散歩しながら、身近な場所までの距離がわかるようになります。
●所要時間10分

浮沈子（ふちんし）でひもとく不思議な現象34 都市デザイン工学科／後野先生
ペットボトルの中に水をいれ、その中に浮かぶおもちゃ「浮沈子」を作ります。完成したらペッ
トボトルを押して、フチンシを沈めたり浮かべたりします。「浮力」（ふりょく）のなぞに迫ります。
●所要時間5分（ペットボトルふた付き持参は歓迎）

橋の力強さを体験してみよう！33 都市デザイン工学科／林先生、大山先生
日本には、たくさんの山があり、川が流れています。その山を越え、川を渡るために橋がかかり、その上
を、車や電車が走っています。そこで、みなさんに、模型を使って、橋の力強さを体験していただきます。
●所要時間約5分

身のまわりのプラスチック製品。その「なぜ？」を考えてみよう62 応用化学科／中村先生、藤井先生
きれいに光る自動車のメーターパネル、テレビやパソコン、携帯電話の液晶表示、
どんなプラスチックがなぜ使われているのか？についてお答えします。

身近な「淀川」も、発見がいっぱい◆61 応用化学科／野村先生
大阪工業大学にとっては身近な存在である淀川のことをもっと皆さんに知ってほしい、という次第で、淀川の
あちこちへ行ってきました。その写真を見て下さい。また大学近くの河川敷に棲む生き物の写真もあります。

最新の接着剤と粘着剤で最強の接着を体験しよう◆60 応用化学科／中村先生、藤井先生
飛行機や自動車は“おおここまで！”というくらい接着や粘着テープで組み立てられています。でも、接着と粘着がどうちがう
か知っているかな？最先端の科学による説明をきいて、最新の接着剤と粘着剤でどこまで強く接着できるかに挑戦しよう。
●所要時間40分

モノってなぜ沈む？なぜ浮くの？～密度について体験しよう～59 応用化学科／大高先生
ペットボトルを使って簡単な浮沈子を作り、モノの浮き沈みについて観察してみよ
う。
●所要時間40分

身近な材料でつくる結晶58 応用化学科／下村先生
食品添加物に利用される酢酸ナトリウムや、ハンドクリームなどに使われる尿素が
結晶化する様子を観察してみよう。
●所要時間40分

糸づくり体験。ナイロンの合成！57 応用化学科／小林先生
衣類の原料となる「ナイロン糸」を合成してみましょう。どれだけ巻き取れるかな？
好きな色に染めてオリジナルの糸の完成！
●所要時間50分

においと香料の化学を体験しよう56 応用化学科／益山先生
私たちの生活はさまざまな「におい」でみちあふれています。いろいろなにおいを体験し、においを感
じるしくみやにおいの本体が何か、考えてみましょう。香りをつくる調香実験にも挑戦してみよう！
●所要時間約30分

お天気の科学 ─竜巻はなぜおきる？55 環境工学科／髙山先生
竜巻はなぜあんなに強い風が吹くのだろう？私たちに身近なお天気ですが、激しい
気象現象は時に災害をもたらします。簡単な実験で気象現象をおこしてみること
で、地球を取り巻く空気（大気）と気象について学習します。

炭焼きを体験54 環境工学科／渡辺先生
500度のガラス管に割り箸を入れ、不活性ガスを流して、不完全燃焼させ、熱分解ガス
とタールを発生しながら、炭ができる様子を見てみよう。炭は持ち帰ることができます。
●所要時間30分

水のヨゴレをはかってみよう53 環境工学科／駒井先生
私たちが日ごろ何げなくジュ－スなどの飲み残しを捨てると、それによってどれだ
け水をよごすことになるでしょうか。パックテストという簡単な水質検査の方法を
使って自分たちで測ります。

体験しよう！ヒートパイプによる高速大量熱輸送52 環境工学科／松本先生
ごく簡単な仕組みのヒートパイプで熱を高速大量に輸送できることを体験します。
1）長さ1mの銅管の一端を湯につけ、もう一方の端を握って熱を感じるか確認する。
2）同じサイズのヒートパイプで同様の操作を行ない、その違いを実感します。

ヒートアイランド現象を知っていますか？51 環境工学科／青木先生
ヒートアイランド現象を抑える舗装材料を使って、雨水の浸透性や保水性を体験し
てもらいます。

世界初、電気推進ロケットエンジン搭載人工衛星打ち上げに成功！プロジェクトを紹介します50 機械工学科／田原先生
本学学生の手による小型人工衛星プロイテレスの開発・打ち上げプロジェクトを紹介します。9月9日、サ
ティシュ・ダワン宇宙センター（インド）にて、打ち上げに成功。開発状況、試験設備の紹介ツアー、はやぶさ
探査機や宇宙開発に関する紹介ビデオも上映します。はやぶさ探査機のペーパークラフト作りもあります。

ものを擦るとどれだけ熱くなるかな？1 機械工学科／松島先生
冬は、身体を擦って暖をとったりします。このように、ものを擦ると摩擦熱が出ます。
木、プラスチックおよび金属をいろいろな組み合わせで擦ってみよう！そのとき、温
度はどれだけ高くなるかな？

※下線の付いた数字のプログラムは、製作物の持ち
　帰りはできません。
※テクノ・フォーラム開催に伴い、 12：00～14：00
　まで休止するプログラムがあります。
※◆印のプログラムは小学校高学年以上、
　●印のプログラムは中高生以上を主な対象として
　　います。

KIDS ROOM を開設します
■ 風船パワー模型ロケットの製作・打ち上げ大会
■ ロケット、人工衛星のペーパークラフト
 　月や火星の球形模型ペーパークラフト。はやぶさ探査機もあるよ。
■ ロケット、人工衛星の塗り絵
■ 惑星探査ゲーム－コイン落し－
 　水槽内でコインを落下させ、目的の惑星に着陸させるゲーム。
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