
 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

大阪工業大学（大阪市旭区／学長：井上正崇）は８月２９日、「科学のとびらを開こう」をテー

マに、大宮キャンパスで「工作・実験フェア２０１５」を開催します。 

本フェアは、子どもたちの理科や工作に対する好奇心を育てたいと、工学部が企画・運営する

催しです。７回目の開催となる今回は、全８５のプログラムを用意。大学生と一緒に工作や実験

にチャレンジすることで、子どもたちの柔軟で独創的な発想力・表現力を育みます。 

事前予約が必要なプログラム（すべて受付終了）には、すでに２０８０人の申し込みがあり、

当日は多くの親子連れで賑わうことが予想されます。 

つきましては、別紙とおり開催概要をお知らせしますので、事前告知や取材の機会がありまし

たら取り上げていただきたくよろしくお願いします。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

■ 大阪工業大学主催「工作・実験フェア ２０１５」開催概要 ■ 

１．日 時：２０１５年８月２９日（土）１０：００～１６：００ ※受付は９：３０～ 

２．場 所：大阪工業大学大宮キャンパス （大阪市旭区大宮５－１６－１） 

３．主な内容：※プログラムの一例 

●「歯ブラシロボットを作ろう」 

歯ブラシと振動モータを組み合わせたロボットを作ります。 

●「ペーパークラフトによる立体建築の作成」 

のりやハサミを使わない立体パズルで、世界の有名建築物を組み立てます。 

●「いろいろなシャボン玉を見てみよう」 

割れないシャボン玉や色が消えるシャボン玉などを体験します。   ほか 

事前予約が必要なプログラム（すべて受付終了）と、当日参加できるプログラムがあります。

詳細は別紙をご参照ください。 

４．参 加 費：参加無料 

５．そ の 他：昨年度の参加者数約３７００人 

      ※ただし、8月13日～18日は夏期休業期間です。ご了承ください。 

      ＜送信枚数：本紙含む４枚＞  

■本件に関するお問い合わせ 

大阪工業大学工学部事務室（担当：西川、森本） TEL.06-6954-4419 

取材のお申し込み・本件発信部署：学校法人常翔学園広報室（担当：油井、田中）  TEL.06-6954-4026 

夏休みの課題学習や自由研究としても活用できる 

小学生対象の科学プログラム 

「工作・実験フェア 2015」を開催 
【８月２９日開催／参加無料／全８５プログラム／すでに２０８０人が申し込み】 

報道機関各位 
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ホルマル線でコイルを作り、プラスチックコップを使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鳴るしくみを学びましょう。

電気電子システム工学科の木村先生、重弘先生

プラスチックコップでスピーカーを作ろう

わたしたちの身の回りにあるモータ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しょう。

電気電子システム工学科の見市先生

手作りモータに挑戦。動くかな？

白色LEDは、通常乾電池を2個以上使わないと光りません。簡単な回路を組
んで乾電池1個でも光るようにします。電子回路の面白さを味わいましょう。

電気電子システム工学科の吉田先生

乾電池1個で白色LEDランプを光らせよう

無線で動くラジコンロボットカー製作にチャレンジしましょう。はんだこてを使
い電子部品を回路にくっつけていきます。

ものづくりセンターの近藤先生

無線ラジコンロボットカー

鋳型（いがた）と呼ばれる空洞に溶けた金属を流し、形（オリジナルペンダント）
を作ります。
3㎝四方に予めデザインを考えて、持ってきてください。

ものづくりセンターの岩田先生

鋳物で作るオリジナルペンダント

水蒸気は機関車を走らせ、電気も作ることができます。この水蒸気の力を実
感するため、簡単なポンポン船を作り、実際に走らせて船の動く仕組みを理
解しましょう。

ものづくりセンターの高月先生

ポンポン船で蒸気の力を実感しよう

土から思い思いの形を作りだしてください。リラックスして感覚を研ぎ澄まし、
その感覚に従ってものづくりする時間を楽しんでもらいたいと思います。
後日作品を引き取りに来て頂ける方。汚れてもよい服装で参加して頂くか、エプロンをご持参ください。

総合人間学系教室の大谷先生

陶芸で遊ぼう

風船を膨らませ、その上に和紙を張り付けます。糊が乾いたら見事完成。
4色のLEDライトがいかにも幻想的なランプシェードを作りましょう。

ものづくりセンターの池田先生

和紙でつくるランプシェード

木箱のふたを開けるとオルゴールが鳴ります。お気に入りのイラストを絵具で
塗って…世界に一つの宝石箱の完成。
木箱を組み立てた後に絵付けを行います。どのような絵を描くか、事前に考え
てきてください。　　　　　　　　　　　　 ものづくりセンターの中村先生

木箱のオルゴール

プリント基板へのはんだ付け工作を体験します。作るものは、赤・緑・青の
光の三原色で光るLEDライトです。3色それぞれのスイッチ操作により7色の
きれいな光を生み出します。

ものづくりセンターの山下先生

はんだ付けで作る三原色のLEDライト

グライダーを作って飛ばします。よく飛ぶためにはどのような工夫が必要でし
ょうか？考えながら作りましょう。

ものづくりセンターの佐々木先生

飛べ！手作りスチレンペーパーグライダー

作用反作用の原理を理解できる簡単な教室実験のあと、レーシングカーを製
作し、レースをしましょう。親子で参加してください。

機械工学科の田原先生

親子のための爆走レース―ペットボトルレーシングカーづくり―

ペットボトルロケットを作り、打上げます。ロケットの原理を簡単な実験を交
えて学びましょう。親子で参加してください。

機械工学科の田原先生

ペットボトルロケット製作・打上げ大会

日常生活で使っている接着剤や粘着テープを使ってどこまで強く接着できる
か。きみも挑戦しよう！
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の中村先生

最強の接着に挑戦しよう

警察などで行っている血液検出＝ルミノール反応を体験することができます。
汚れてもよい服装で参加してください。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

科学捜査（血液検出）を体験してみよう
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自宅に飾るオブジェとして、テンセグリティドームを作ります。透明輪ゴムとプ
ラスチックの丸棒を使って、このユニークなアイデアを体験してみよう。

建築学科の林先生、堀家先生

鳥の巣みたい？不思議なドームをつくってみよう！

自分で住んでみたいと思う家を紙粘土とボード紙でつくってみます。自分の考
えをかたちにする建築の世界を少し体験してみましょう。

建築学科の吉村先生、岡山先生、林田先生

紙粘土とボード紙で作る理想のおうち

壁と床でつくる小さな模型をつかって、想像力を働かせながら、未来の建築
をつくってみましょう。

建築学科の寺地先生、本田先生、前田先生

90分間でつくる未来の建築

銀河などの重たい天体があると空間がゆがんでレンズを通してものを見たよう
になります。この重力レンズの模型を作って、いろいろなものをゆがめて見て
みましょう。
ガスバーナーを使用します。　　　　　　  一般教育科の鳥居先生、明先生

宇宙最大のレンズ、「重力レンズ」を作ろう

歯ブラシと振動モータを組み合わせて、振動で推進力を得るロボットをつくり
ます。歯ブラシの毛先の加工のしかたによる特性の違いを体験できます。

機械工学科の橋本先生

歯ブラシロボットを作ろう

ペットボトルとガラスビーズを使って、顕微鏡を作り、細胞や小さな生きもの
を観察してみよう。

生命工学科の松村先生

ペットボトル顕微鏡を作って、細胞を観察しよう

3次元CADを使ってみよう。オリジナルハンコづくり
3次元CADソフトを使ってオリジナルの「ハンコ（判子）」を作ってみよう！
自分で作ったデータが実際にちゃんとかたちになるかどうか!?

機械工学科の井原先生

ロボフィッシュが泳ぐ小プールで、作った水中モータ船の速さを競争してみま
しょう。

機械工学科の加藤先生

水中モータ船を作ってプールで遊ぼう

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
発電する究極のエコを体験しよう。

機械工学科の上田先生

圧電ライトを作ろう!!

ゴム動力の模型飛行機を作って、飛ばしましょう。よく飛ぶようにするには、
空気の力を考えた工夫がいるよ。

機械工学科の小池先生

ゴム動力飛行機を飛ばそう

不思議！やわらかいプラスチックが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ろう！

機械工学科の西川先生

光で創るアート!?マイ・ストラップづくり

ペットボトルで風車を作り、モータとLEDを取り付けます。風レンズを付けた
風車を回してLEDがより明るく光るか試してみよう。

機械工学科の川田先生

風レンズ付風車を作って発電してみよう

パンフルートは葦の茎等を用い、一つのパイプで一つの音高が出せるようにし
て音階状に束ねた管楽器のことです。これを太目のストローで製作し「キラキ
ラ星」を演奏してみましょう。

常翔学園中学校・高等学校の禅定先生

ストローでパンフルートを作って演奏してみよう

七宝焼きのキーホルダー作りをとおして、ガラスの融点や色ガラスの発色につ
いて学びましょう。

生命工学科の大島先生、川原先生

ガラスをとかして、キーホルダーを作ろう
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ペットボトルに車輪を付け、ゴム動力でプロペラを回して走る自動車を製作し
ます。出来あがった自動車でレースをしてみましょう。

機械工学科の中川先生

プロペラ推進自動車を作ってレースをしよう

身の回りの材料を使って、自分にしか作れないオリジナル・デザインを実現しよ
う。ユニークなアイデアと工夫で、毎日のお出かけがもっと楽しみになりますよ。
完成まで4時間かかります（昼休み含む）。彫刻刀を使用します。

空間デザイン学科の朽木先生

消しゴムはんこで作る、世界にひとつのエコバッグ

淀川のワンドで生物の捕獲調査を行い、外来魚の駆除の効果を確認し、生物多
様性を学びましょう。また、捕獲した外来魚で魚拓を作りましょう。
少雨決行（大雨のときは魚拓づくりのみ）。開始15分前に集合。水にぬれてもよい服装で参加してください。

都市デザイン工学科の綾先生、一般教育科の小島先生、三橋先生

城北ワンド群生物調査隊と魚拓づくり

私たちの暮らしを支えるコンクリートの主材料であるセメントを使ってアート作
品づくりにチャレンジ。セメントが固まるしくみやコンクリートを作る際の留意
点を学ぼう。

都市デザイン工学科の三方先生

セメントでアートづくり

家庭にあるアルミホイルで、船を作り動かしてみます。磁石に付かないアルミ
ホイルも磁力の働きで動かすことができるおもしろさを体験してみよう。

電気電子システム工学科の森實先生

アルミホイルでつくった船を磁石で動かそう！

マイコンICを使った簡単な電子回路で、音のなる面白グッズをつくります。電
子工作を楽しみながら、ICやLEDなどに親しみます。
はんだ付け工作をします。

電気電子システム工学科の吉村先生、木原先生

ICを使ったおもしろ電子工作

ブロックを並べるだけで、簡単にプログラムができます。楽しいゲームやキャ
ラクタが動くプログラムを作りましょう。
友達と一緒に1組として参加可能

電子情報通信工学科の原嶋先生

ブロック遊びでプログラムをつくろう！

節電対策で注目されている扇風機の仕組みを理解し、その心臓部であるモー
ターを製作します。モーターが回転する仕組みが解かれば、中心軸に羽をつ
けて、どれだけ速く回転させられるかは工夫しだい。

電子情報通信工学科の神村先生

夏だ！モーターを作って扇風機製作を体験してみよう

レモンで電池を作りましょう。作った電池で電子オルゴールを鳴らし、電池の
しくみと電気の流れについて学びます。
作った電池と電子オルゴールは持って帰れます！　家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の矢野先生

レモン電池で電子オルゴールを鳴らそう！

形状記憶合金を使った人工筋肉型ロボットアームを作って、動作音も無く、
生き物のような動きを感じてください。また、人工筋肉の力試しにも挑戦して
みましょう。

電気電子システム工学科の辻田先生

人工筋肉型ロボットアームを作ろう

ボール紙に鉛筆で自分の好きな絵を描くと、その絵が楽器に変わります。い
ろいろな音が出るので、描いた絵を楽器にして、音楽を演奏してみましょう。

電気電子システム工学科の佐々先生

絵を描いて楽器を作ろう

七色にゆっくり光る発光ダイオード（LED）を使って、アロマキャンドル風癒し
ランプを作ります。工作しながら色や光の3原色、LEDの光る原理を親子で
理解しちゃいます♪　はんだ付け、カッターを使用します。

電気電子システム工学科の前元先生

レインボー LEDで癒しランプづくり

光を感じるセンサの「目」で見て、電子回路の「頭」で考え、モータで振動する
「脚」で動き回るミニロボットを作ろう。完成したらコースでタイムアタックに挑
戦！最速マシンはどれだ！？

ロボット工学科の小林先生

自分で考え、自分で動く！手のひらサイズの移動ロボット

ペーパークラフトで簡単な車のカバーをつくり、レゴで車のベースとなる部分
を組立てます。完成した車は手振りで操作できます。手を振るだけで車がいろ
いろな動きをしますよ。　ペーパークラフトのみ持ち帰りできます。

ロボット工学科の本位田先生

ハンドパワーでレゴカーが動く！

ライトに当てるときれいに光るアロマキャンドルを作ります。匂いと光の化学を
楽しみましょう。
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の小林先生

光るアロマキャンドルをつくろう

7色LEDをつかって、きれいなランタンを作りましょう。カップに絵を描いてオ
リジナル灯りのできあがり。はんだ付け無しで作れます。
家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の西口先生、奥先生、藤村先生

カラフルLEDランタンをつくろう

メロディICを使って簡単にオルゴールが作れます。電池とスピーカーをつなぐ
だけ。LEDランタンと組み合わせることもできます。
家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の西口先生、奥先生、藤村先生

簡単オルゴールをつくってみよう

自分のイメージの車を作ります。作った車で坂道レースをします。遠くまで走
れるようにタイヤや車の形を工夫します。

機械工学科のOB・学生有志

オリジナルペーパーカー
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のりやハサミがいらない立体パズルを使用して、世界の有名建築物を手軽に
組み立ててみよう。

建築学科の宮内先生、馬場先生、河野先生

ペーパークラフトによる立体建築の作成

紙の端を押したり引いたりするだけで簡単に展開・収納ができるミウラ折りの
折り方を学ぼう。

建築学科の佐藤先生、中村先生

ミウラ折り体験

食品や洗剤など、身の回りにある様々な液体が酸性なのかアルカリ性なのか、
植物色素の色の変化で調べてみよう。

生命工学科の大森先生

植物の色素で調べる酸、アルカリ

紙筒をデコレーションしてかわいい小物入れを作ります。

機械工学科のOB・学生有志

オリジナル小物入れ

世界のクワガタ虫、カブト虫を展示します。

機械工学科の桑原先生

世界のクワガタ虫・カブト虫教室
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立体図形にはたくさんの種類があります。様々な形のパーツを組み合わせて、
自分で立体図形を作ってみましょう。

一般教育科の鎌野先生

いろいろな立体図形

体育の先生が吹いているホイッスルを、牛乳パックで作ってみよう。ちゃん
と鳴らせるかな？牛乳パックの持ち込み大歓迎です‼
※昨年度より作りやすく、鳴りやすくバージョンアップしました！

空間デザイン学科の赤井先生

牛乳パックでつくるホイッスル

プラスチックのしょうゆ差しで、水中に浮かぶ浮沈子を作りましょう。浮沈
子の中の空気で浮きぐあいを調節できます。
ペットボトル（固め）の持ち込みOK（フタ必要）。

都市デザイン工学科の後野先生

浮沈子（フチンシ）で遊ぼう

パソコンを使ってスピーカーを鳴らせます。場所によって、いろいろな聞こえ
方がするよ!?

電気電子システム工学科の加瀬先生

ふしぎな音の部屋

パンタグラフを工作して、大きく小さく同じ図形を描き、ゴムを使ってカエル
ジャンプさせます。遠隔操作ロボットとエネルギーの原理が簡単に学べます。
未就学児も参加できますので、お気軽にどうぞ。

ロボット工学科の河合先生、中泉先生

ものまねお絵かき＆カエルジャンプ

みんなの前で発表するときに、ドキドキしてうまく話せないことはありません
か？そんなときに役に立つ呼吸法を学びます。先生は、クマのぬいぐるみです。
やさしく抱っこして呼吸を合わせましょう。

ロボット工学科の大須賀先生

リラックスできる呼吸法を学ぼう

音はいろいろな波が混ざり合ってできています。高い音は細かい波、低い音
はゆったりとした波です。どれくらいの音を聞き分けることができるのか、挑
戦してみましょう。

電気電子システム工学科の重弘先生

絶対音感？音を聞き分けられますか？

ペットボトルを使って、「糸巻き戦車」をつくり、走らせます。距離で勝負する
か。 スピードを競うか。穴開け用のキリを使用します。円筒型（お茶など）の
ペットボトル（500ml）を持ってきてください。

環境工学科の渡辺先生

走れ! ペットボトル戦車
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日頃なにげなく使用しているプラスチック製品はどうやって作られているのか
な？どんな使われ方をしているのかな？色々想像して楽しんじゃおう！

応用化学科の藤井先生

プラスチックが大活躍！

いつも作って遊んでいるシャボン玉にもたくさんのサイエンスがつまっていま
す。なかなか割れないシャボン玉や色が消えるシャボン玉、など、おもしろ
いシャボン玉を体験してみよう。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

いろいろなシャボン玉を見てみよう

紙に透明な液体をつけると、あれれっ色が？ちょっと不思議なぬり絵を体験
してみましょう。
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の小林先生

紫キャベツでぬり絵

淀川学展示。大阪市内に今でも残る渡船や、街や暮らしを高潮や津波から
守る水門などの風景をご覧ください。

応用化学科の野村先生

大阪にこんなところが

身近なものには色が付いているけど、どのような仕組みでついているの？野
菜ジュースや野菜などから色を取り出して、実際に染め物をしてみよう。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

野菜の色で染め物をしよう

ものがなぜ見えるのか、そのしくみを体験しましょう！光の性質について学
びます。光の性質を利用して、ものを見えなくしたり、封筒に入れた紙に書
いてある文字を読んでみよう。

応用化学科の大高先生

見える？見えない？物が見えるしくみ

なぜ、ゴムはよく伸びるのかを考え、割りばしゴム鉄砲作りを体験しよう。

応用化学科の下村先生

割りばしゴム鉄砲作り

競技用ソーラーカーを見学しよう。また、電動バギーに乗ってみよう。
雨天の場合中止

機械工学科の中川先生

エコカーを見てみよう、乗ってみよう

廃ガラスを材料にして、蛍の様に暗闇で光るキーホルダーやストラップを作
りましょう。

環境工学科の岡本先生、古崎先生

ガラスで作る蓄光ホルダー

大昔、人は木を擦って火をおこしました。このように、木を擦ると摩擦熱が出
ます。木を擦って、温度がどれだけ高くなるか実験してみよう！

機械工学科の松島先生

木を擦るとどれだけ熱くなるかな？

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ります。
デザインは自由です。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ます。

機械工学科の羽賀先生、伊與田先生、OB有志

くるりんブレスレット

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ります。
力を加えると形が変わり、もとに戻らない金属の性質「塑性」について学びます。

機械工学科の羽賀先生、伊與田先生、OB有志

アルミや銅でつくるオリジナルグッズ

力を加えることによって固体化す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
験しましょう。

機械工学科の中川先生

形の変わる不思議な液体を体験しよう

立体的な音（3D音響）を体験します。本物の音と偽物の音（再生音）との間違
いを見つけることができたらお菓子GET！

機械工学科の吉田先生

不思議な音の世界―音の間違い探し―

緑の葉に含まれる黄色の色素と緑の色素をシリカゲルクロマトグラフを使っ
て、分けてみよう。植物の光合成と栄養について、学習できます。

生命工学科の吉浦先生

色素で学ぶ緑の光合成

軽い運動をしてから計算ドリルをすると、成績がupします！本当か、嘘かは、
君も体験してみましょう！体（脳）の仕組みを簡単な実験を交えて学びます。
簡単な計算をする箇所があります。

総合人間学系教室の西脇先生

運動で賢くなろう！～運動が単純精神課題に及ぼす効果～

日常の中にある光は、赤や青や緑などさまざまな色があり、面に当たると反射
したりします。何の理科工作を行うかは当日のお楽しみ！
はさみやカッターナイフを使用します。

一般教育科の中村先生、原田先生、藤元先生

光に関する理科工作をやってみよう

弁当パックのフタを使って富士山の立体地図をつくります。また、展示や模型
をみながら火山や噴火のしくみについて学びましょう。

一般教育科の谷先生、田中先生

「富士山の立体地図」を組み立てよう！

ストロー、紙、クリップで飛行機を作ります。重りの位置や尾翼の形をよく飛
ぶように調節します。

機械工学科のOB・学生有志

ストロー飛行機

羽を曲げると回転しながら飛びます。回転方向の調節、遠くまで飛ばす工夫
をします。太さの違う3種類のビニール袋を準備しました。作ったロケットで
的当てゲームをします。

機械工学科のOB・学生有志

ビニール袋ロケット

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。

機械工学科のOB・学生有志

かんたん紙トンボ

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ペンダントを
作ります。

機械工学科のOB・学生有志

機械・電子部品でつくるオリジナルグッズ

簡単な万華鏡（まんげきょう）を作りながら、「目」でモノを見る不思議を学びま
しょう。
セロハンテープ、のり、はさみを持ってきてください。

総合人間学系教室の石道先生

何が見えるかな？

筋肉ワールドを楽しみながら、腕の骨格と筋肉の模型キットを作って、筋肉の
動きを学びましょう。
セロハンテープ、はさみを持ってきてください。

総合人間学系教室の中村先生

筋肉が収縮するしくみを学ぼう

ブルブル震える振動モータで動くロボットを作ろう。昆虫、乗り物、その他い
ろいろ、ロボットの形はあなたのアイデア次第です！

機械工学科の牛田先生

振動ロボットを作ろう

往　信　は　が　き

　この度は、大阪工業大学「工作・実験フェア2015」プログラムにお申
込みいただき、ありがとうございます。
　受付番号を次のとおり連絡します。下記、注意事項にご留意願います。

【注意事項】
・本用紙は当選はがきではありません。
・定員を超えて多数応募いただいたプログラムについては、抽選とな
ります。
・抽選結果の発表は、本学のホームページで行います。
（http://www.oit.ac.jp/　8/11（火）に発表予定）
当選された方は、必ず当選されたプログラムと開始時間をご確認ください。
・当選したプログラムのみ参加いただけます。本はがきが参加証にな
ります。イベント当日に各プログラム会場で確認しますので、大切
に保管しておいてください。
・プログラム開始時間10分前に各プログラム会場に集合してくださ
い。各プログラムは時間どおりスタートします。
・各プログラムとも実施時間ごとに参加者が決まっています。他の時
間に変更することはできませんのでご了承ください。
・抽選にもれた方は、当日受付を行う自由参加プログラムに参加して
いただくことができます。
・8/11（火）以降は、右のQRコードでも
抽選結果を確認できます。
（http://www.oit.ac.jp/bme/kjf/）

大阪工業大学　工作・実験フェア2015
事前予約プログラム受付完了連絡

〈本用紙は当選はがきではありません〉
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自由参加プログラムについては、材料がなくなり次第終了と
なりますので、予めご了承ください。

キ
リ
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リ
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科学のとびらを開こう
工作・実験フェア2015

プログラム一覧表の見方

事前予約が必要なプログラム

当日自由に参加できるプログラム
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。

1～46
47～85

工作・実験フェア2015
科学のとびらを開こう

こうさく じっけん

かがく ひら

全てのプログラムにおいて、
必ず保護者の付き添いをお願いします。
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ホルマル線でコイルを作り、プラスチックコップを使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鳴るしくみを学びましょう。

電気電子システム工学科の木村先生、重弘先生

プラスチックコップでスピーカーを作ろう

わたしたちの身の回りにあるモータ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しょう。

電気電子システム工学科の見市先生

手作りモータに挑戦。動くかな？

白色LEDは、通常乾電池を2個以上使わないと光りません。簡単な回路を組
んで乾電池1個でも光るようにします。電子回路の面白さを味わいましょう。

電気電子システム工学科の吉田先生

乾電池1個で白色LEDランプを光らせよう

無線で動くラジコンロボットカー製作にチャレンジしましょう。はんだこてを使
い電子部品を回路にくっつけていきます。

ものづくりセンターの近藤先生

無線ラジコンロボットカー

鋳型（いがた）と呼ばれる空洞に溶けた金属を流し、形（オリジナルペンダント）
を作ります。
3㎝四方に予めデザインを考えて、持ってきてください。

ものづくりセンターの岩田先生

鋳物で作るオリジナルペンダント

水蒸気は機関車を走らせ、電気も作ることができます。この水蒸気の力を実
感するため、簡単なポンポン船を作り、実際に走らせて船の動く仕組みを理
解しましょう。

ものづくりセンターの高月先生

ポンポン船で蒸気の力を実感しよう

土から思い思いの形を作りだしてください。リラックスして感覚を研ぎ澄まし、
その感覚に従ってものづくりする時間を楽しんでもらいたいと思います。
後日作品を引き取りに来て頂ける方。汚れてもよい服装で参加して頂くか、エプロンをご持参ください。

総合人間学系教室の大谷先生

陶芸で遊ぼう

風船を膨らませ、その上に和紙を張り付けます。糊が乾いたら見事完成。
4色のLEDライトがいかにも幻想的なランプシェードを作りましょう。

ものづくりセンターの池田先生

和紙でつくるランプシェード

木箱のふたを開けるとオルゴールが鳴ります。お気に入りのイラストを絵具で
塗って…世界に一つの宝石箱の完成。
木箱を組み立てた後に絵付けを行います。どのような絵を描くか、事前に考え
てきてください。　　　　　　　　　　　　 ものづくりセンターの中村先生

木箱のオルゴール

プリント基板へのはんだ付け工作を体験します。作るものは、赤・緑・青の
光の三原色で光るLEDライトです。3色それぞれのスイッチ操作により7色の
きれいな光を生み出します。

ものづくりセンターの山下先生

はんだ付けで作る三原色のLEDライト

グライダーを作って飛ばします。よく飛ぶためにはどのような工夫が必要でし
ょうか？考えながら作りましょう。

ものづくりセンターの佐々木先生

飛べ！手作りスチレンペーパーグライダー

作用反作用の原理を理解できる簡単な教室実験のあと、レーシングカーを製
作し、レースをしましょう。親子で参加してください。

機械工学科の田原先生

親子のための爆走レース―ペットボトルレーシングカーづくり―

ペットボトルロケットを作り、打上げます。ロケットの原理を簡単な実験を交
えて学びましょう。親子で参加してください。

機械工学科の田原先生

ペットボトルロケット製作・打上げ大会

日常生活で使っている接着剤や粘着テープを使ってどこまで強く接着できる
か。きみも挑戦しよう！
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の中村先生

最強の接着に挑戦しよう

警察などで行っている血液検出＝ルミノール反応を体験することができます。
汚れてもよい服装で参加してください。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

科学捜査（血液検出）を体験してみよう
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自宅に飾るオブジェとして、テンセグリティドームを作ります。透明輪ゴムとプ
ラスチックの丸棒を使って、このユニークなアイデアを体験してみよう。

建築学科の林先生、堀家先生

鳥の巣みたい？不思議なドームをつくってみよう！

自分で住んでみたいと思う家を紙粘土とボード紙でつくってみます。自分の考
えをかたちにする建築の世界を少し体験してみましょう。

建築学科の吉村先生、岡山先生、林田先生

紙粘土とボード紙で作る理想のおうち

壁と床でつくる小さな模型をつかって、想像力を働かせながら、未来の建築
をつくってみましょう。

建築学科の寺地先生、本田先生、前田先生

90分間でつくる未来の建築

銀河などの重たい天体があると空間がゆがんでレンズを通してものを見たよう
になります。この重力レンズの模型を作って、いろいろなものをゆがめて見て
みましょう。
ガスバーナーを使用します。　　　　　　  一般教育科の鳥居先生、明先生

宇宙最大のレンズ、「重力レンズ」を作ろう

歯ブラシと振動モータを組み合わせて、振動で推進力を得るロボットをつくり
ます。歯ブラシの毛先の加工のしかたによる特性の違いを体験できます。

機械工学科の橋本先生

歯ブラシロボットを作ろう

ペットボトルとガラスビーズを使って、顕微鏡を作り、細胞や小さな生きもの
を観察してみよう。

生命工学科の松村先生

ペットボトル顕微鏡を作って、細胞を観察しよう

3次元CADを使ってみよう。オリジナルハンコづくり
3次元CADソフトを使ってオリジナルの「ハンコ（判子）」を作ってみよう！
自分で作ったデータが実際にちゃんとかたちになるかどうか!?

機械工学科の井原先生

ロボフィッシュが泳ぐ小プールで、作った水中モータ船の速さを競争してみま
しょう。

機械工学科の加藤先生

水中モータ船を作ってプールで遊ぼう

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
発電する究極のエコを体験しよう。

機械工学科の上田先生

圧電ライトを作ろう!!

ゴム動力の模型飛行機を作って、飛ばしましょう。よく飛ぶようにするには、
空気の力を考えた工夫がいるよ。

機械工学科の小池先生

ゴム動力飛行機を飛ばそう

不思議！やわらかいプラスチックが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ろう！

機械工学科の西川先生

光で創るアート!?マイ・ストラップづくり

ペットボトルで風車を作り、モータとLEDを取り付けます。風レンズを付けた
風車を回してLEDがより明るく光るか試してみよう。

機械工学科の川田先生

風レンズ付風車を作って発電してみよう

パンフルートは葦の茎等を用い、一つのパイプで一つの音高が出せるようにし
て音階状に束ねた管楽器のことです。これを太目のストローで製作し「キラキ
ラ星」を演奏してみましょう。

常翔学園中学校・高等学校の禅定先生

ストローでパンフルートを作って演奏してみよう

七宝焼きのキーホルダー作りをとおして、ガラスの融点や色ガラスの発色につ
いて学びましょう。

生命工学科の大島先生、川原先生

ガラスをとかして、キーホルダーを作ろう
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ペットボトルに車輪を付け、ゴム動力でプロペラを回して走る自動車を製作し
ます。出来あがった自動車でレースをしてみましょう。

機械工学科の中川先生

プロペラ推進自動車を作ってレースをしよう

身の回りの材料を使って、自分にしか作れないオリジナル・デザインを実現しよ
う。ユニークなアイデアと工夫で、毎日のお出かけがもっと楽しみになりますよ。
完成まで4時間かかります（昼休み含む）。彫刻刀を使用します。

空間デザイン学科の朽木先生

消しゴムはんこで作る、世界にひとつのエコバッグ

淀川のワンドで生物の捕獲調査を行い、外来魚の駆除の効果を確認し、生物多
様性を学びましょう。また、捕獲した外来魚で魚拓を作りましょう。
少雨決行（大雨のときは魚拓づくりのみ）。開始15分前に集合。水にぬれてもよい服装で参加してください。

都市デザイン工学科の綾先生、一般教育科の小島先生、三橋先生

城北ワンド群生物調査隊と魚拓づくり

私たちの暮らしを支えるコンクリートの主材料であるセメントを使ってアート作
品づくりにチャレンジ。セメントが固まるしくみやコンクリートを作る際の留意
点を学ぼう。

都市デザイン工学科の三方先生

セメントでアートづくり

家庭にあるアルミホイルで、船を作り動かしてみます。磁石に付かないアルミ
ホイルも磁力の働きで動かすことができるおもしろさを体験してみよう。

電気電子システム工学科の森實先生

アルミホイルでつくった船を磁石で動かそう！

マイコンICを使った簡単な電子回路で、音のなる面白グッズをつくります。電
子工作を楽しみながら、ICやLEDなどに親しみます。
はんだ付け工作をします。

電気電子システム工学科の吉村先生、木原先生

ICを使ったおもしろ電子工作

ブロックを並べるだけで、簡単にプログラムができます。楽しいゲームやキャ
ラクタが動くプログラムを作りましょう。
友達と一緒に1組として参加可能

電子情報通信工学科の原嶋先生

ブロック遊びでプログラムをつくろう！

節電対策で注目されている扇風機の仕組みを理解し、その心臓部であるモー
ターを製作します。モーターが回転する仕組みが解かれば、中心軸に羽をつ
けて、どれだけ速く回転させられるかは工夫しだい。

電子情報通信工学科の神村先生

夏だ！モーターを作って扇風機製作を体験してみよう

レモンで電池を作りましょう。作った電池で電子オルゴールを鳴らし、電池の
しくみと電気の流れについて学びます。
作った電池と電子オルゴールは持って帰れます！　家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の矢野先生

レモン電池で電子オルゴールを鳴らそう！

形状記憶合金を使った人工筋肉型ロボットアームを作って、動作音も無く、
生き物のような動きを感じてください。また、人工筋肉の力試しにも挑戦して
みましょう。

電気電子システム工学科の辻田先生

人工筋肉型ロボットアームを作ろう

ボール紙に鉛筆で自分の好きな絵を描くと、その絵が楽器に変わります。い
ろいろな音が出るので、描いた絵を楽器にして、音楽を演奏してみましょう。

電気電子システム工学科の佐々先生

絵を描いて楽器を作ろう

七色にゆっくり光る発光ダイオード（LED）を使って、アロマキャンドル風癒し
ランプを作ります。工作しながら色や光の3原色、LEDの光る原理を親子で
理解しちゃいます♪　はんだ付け、カッターを使用します。

電気電子システム工学科の前元先生

レインボー LEDで癒しランプづくり

光を感じるセンサの「目」で見て、電子回路の「頭」で考え、モータで振動する
「脚」で動き回るミニロボットを作ろう。完成したらコースでタイムアタックに挑
戦！最速マシンはどれだ！？

ロボット工学科の小林先生

自分で考え、自分で動く！手のひらサイズの移動ロボット

ペーパークラフトで簡単な車のカバーをつくり、レゴで車のベースとなる部分
を組立てます。完成した車は手振りで操作できます。手を振るだけで車がいろ
いろな動きをしますよ。　ペーパークラフトのみ持ち帰りできます。

ロボット工学科の本位田先生

ハンドパワーでレゴカーが動く！

ライトに当てるときれいに光るアロマキャンドルを作ります。匂いと光の化学を
楽しみましょう。
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の小林先生

光るアロマキャンドルをつくろう

7色LEDをつかって、きれいなランタンを作りましょう。カップに絵を描いてオ
リジナル灯りのできあがり。はんだ付け無しで作れます。
家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の西口先生、奥先生、藤村先生

カラフルLEDランタンをつくろう

メロディICを使って簡単にオルゴールが作れます。電池とスピーカーをつなぐ
だけ。LEDランタンと組み合わせることもできます。
家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の西口先生、奥先生、藤村先生

簡単オルゴールをつくってみよう

自分のイメージの車を作ります。作った車で坂道レースをします。遠くまで走
れるようにタイヤや車の形を工夫します。

機械工学科のOB・学生有志

オリジナルペーパーカー
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のりやハサミがいらない立体パズルを使用して、世界の有名建築物を手軽に
組み立ててみよう。

建築学科の宮内先生、馬場先生、河野先生

ペーパークラフトによる立体建築の作成

紙の端を押したり引いたりするだけで簡単に展開・収納ができるミウラ折りの
折り方を学ぼう。

建築学科の佐藤先生、中村先生

ミウラ折り体験

食品や洗剤など、身の回りにある様々な液体が酸性なのかアルカリ性なのか、
植物色素の色の変化で調べてみよう。

生命工学科の大森先生

植物の色素で調べる酸、アルカリ

紙筒をデコレーションしてかわいい小物入れを作ります。

機械工学科のOB・学生有志

オリジナル小物入れ

世界のクワガタ虫、カブト虫を展示します。

機械工学科の桑原先生

世界のクワガタ虫・カブト虫教室
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立体図形にはたくさんの種類があります。様々な形のパーツを組み合わせて、
自分で立体図形を作ってみましょう。

一般教育科の鎌野先生

いろいろな立体図形

体育の先生が吹いているホイッスルを、牛乳パックで作ってみよう。ちゃん
と鳴らせるかな？牛乳パックの持ち込み大歓迎です‼
※昨年度より作りやすく、鳴りやすくバージョンアップしました！

空間デザイン学科の赤井先生

牛乳パックでつくるホイッスル

プラスチックのしょうゆ差しで、水中に浮かぶ浮沈子を作りましょう。浮沈
子の中の空気で浮きぐあいを調節できます。
ペットボトル（固め）の持ち込みOK（フタ必要）。

都市デザイン工学科の後野先生

浮沈子（フチンシ）で遊ぼう

パソコンを使ってスピーカーを鳴らせます。場所によって、いろいろな聞こえ
方がするよ!?

電気電子システム工学科の加瀬先生

ふしぎな音の部屋

パンタグラフを工作して、大きく小さく同じ図形を描き、ゴムを使ってカエル
ジャンプさせます。遠隔操作ロボットとエネルギーの原理が簡単に学べます。
未就学児も参加できますので、お気軽にどうぞ。

ロボット工学科の河合先生、中泉先生

ものまねお絵かき＆カエルジャンプ

みんなの前で発表するときに、ドキドキしてうまく話せないことはありません
か？そんなときに役に立つ呼吸法を学びます。先生は、クマのぬいぐるみです。
やさしく抱っこして呼吸を合わせましょう。

ロボット工学科の大須賀先生

リラックスできる呼吸法を学ぼう

音はいろいろな波が混ざり合ってできています。高い音は細かい波、低い音
はゆったりとした波です。どれくらいの音を聞き分けることができるのか、挑
戦してみましょう。

電気電子システム工学科の重弘先生

絶対音感？音を聞き分けられますか？

ペットボトルを使って、「糸巻き戦車」をつくり、走らせます。距離で勝負する
か。 スピードを競うか。穴開け用のキリを使用します。円筒型（お茶など）の
ペットボトル（500ml）を持ってきてください。

環境工学科の渡辺先生

走れ! ペットボトル戦車
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日頃なにげなく使用しているプラスチック製品はどうやって作られているのか
な？どんな使われ方をしているのかな？色々想像して楽しんじゃおう！

応用化学科の藤井先生

プラスチックが大活躍！

いつも作って遊んでいるシャボン玉にもたくさんのサイエンスがつまっていま
す。なかなか割れないシャボン玉や色が消えるシャボン玉、など、おもしろ
いシャボン玉を体験してみよう。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

いろいろなシャボン玉を見てみよう

紙に透明な液体をつけると、あれれっ色が？ちょっと不思議なぬり絵を体験
してみましょう。
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の小林先生

紫キャベツでぬり絵

淀川学展示。大阪市内に今でも残る渡船や、街や暮らしを高潮や津波から
守る水門などの風景をご覧ください。

応用化学科の野村先生

大阪にこんなところが

身近なものには色が付いているけど、どのような仕組みでついているの？野
菜ジュースや野菜などから色を取り出して、実際に染め物をしてみよう。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

野菜の色で染め物をしよう

ものがなぜ見えるのか、そのしくみを体験しましょう！光の性質について学
びます。光の性質を利用して、ものを見えなくしたり、封筒に入れた紙に書
いてある文字を読んでみよう。

応用化学科の大高先生

見える？見えない？物が見えるしくみ

なぜ、ゴムはよく伸びるのかを考え、割りばしゴム鉄砲作りを体験しよう。

応用化学科の下村先生

割りばしゴム鉄砲作り

競技用ソーラーカーを見学しよう。また、電動バギーに乗ってみよう。
雨天の場合中止

機械工学科の中川先生

エコカーを見てみよう、乗ってみよう

廃ガラスを材料にして、蛍の様に暗闇で光るキーホルダーやストラップを作
りましょう。

環境工学科の岡本先生、古崎先生

ガラスで作る蓄光ホルダー

大昔、人は木を擦って火をおこしました。このように、木を擦ると摩擦熱が出
ます。木を擦って、温度がどれだけ高くなるか実験してみよう！

機械工学科の松島先生

木を擦るとどれだけ熱くなるかな？

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ります。
デザインは自由です。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ます。

機械工学科の羽賀先生、伊與田先生、OB有志

くるりんブレスレット

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ります。
力を加えると形が変わり、もとに戻らない金属の性質「塑性」について学びます。

機械工学科の羽賀先生、伊與田先生、OB有志

アルミや銅でつくるオリジナルグッズ

力を加えることによって固体化す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
験しましょう。

機械工学科の中川先生

形の変わる不思議な液体を体験しよう

立体的な音（3D音響）を体験します。本物の音と偽物の音（再生音）との間違
いを見つけることができたらお菓子GET！

機械工学科の吉田先生

不思議な音の世界―音の間違い探し―

緑の葉に含まれる黄色の色素と緑の色素をシリカゲルクロマトグラフを使っ
て、分けてみよう。植物の光合成と栄養について、学習できます。

生命工学科の吉浦先生

色素で学ぶ緑の光合成

軽い運動をしてから計算ドリルをすると、成績がupします！本当か、嘘かは、
君も体験してみましょう！体（脳）の仕組みを簡単な実験を交えて学びます。
簡単な計算をする箇所があります。

総合人間学系教室の西脇先生

運動で賢くなろう！～運動が単純精神課題に及ぼす効果～

日常の中にある光は、赤や青や緑などさまざまな色があり、面に当たると反射
したりします。何の理科工作を行うかは当日のお楽しみ！
はさみやカッターナイフを使用します。

一般教育科の中村先生、原田先生、藤元先生

光に関する理科工作をやってみよう

弁当パックのフタを使って富士山の立体地図をつくります。また、展示や模型
をみながら火山や噴火のしくみについて学びましょう。

一般教育科の谷先生、田中先生

「富士山の立体地図」を組み立てよう！

ストロー、紙、クリップで飛行機を作ります。重りの位置や尾翼の形をよく飛
ぶように調節します。

機械工学科のOB・学生有志

ストロー飛行機

羽を曲げると回転しながら飛びます。回転方向の調節、遠くまで飛ばす工夫
をします。太さの違う3種類のビニール袋を準備しました。作ったロケットで
的当てゲームをします。

機械工学科のOB・学生有志

ビニール袋ロケット

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。

機械工学科のOB・学生有志

かんたん紙トンボ

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ペンダントを
作ります。

機械工学科のOB・学生有志

機械・電子部品でつくるオリジナルグッズ

簡単な万華鏡（まんげきょう）を作りながら、「目」でモノを見る不思議を学びま
しょう。
セロハンテープ、のり、はさみを持ってきてください。

総合人間学系教室の石道先生

何が見えるかな？

筋肉ワールドを楽しみながら、腕の骨格と筋肉の模型キットを作って、筋肉の
動きを学びましょう。
セロハンテープ、はさみを持ってきてください。

総合人間学系教室の中村先生

筋肉が収縮するしくみを学ぼう

ブルブル震える振動モータで動くロボットを作ろう。昆虫、乗り物、その他い
ろいろ、ロボットの形はあなたのアイデア次第です！

機械工学科の牛田先生

振動ロボットを作ろう

往　信　は　が　き

　この度は、大阪工業大学「工作・実験フェア2015」プログラムにお申
込みいただき、ありがとうございます。
　受付番号を次のとおり連絡します。下記、注意事項にご留意願います。

【注意事項】
・本用紙は当選はがきではありません。
・定員を超えて多数応募いただいたプログラムについては、抽選とな
ります。
・抽選結果の発表は、本学のホームページで行います。
（http://www.oit.ac.jp/　8/11（火）に発表予定）
当選された方は、必ず当選されたプログラムと開始時間をご確認ください。
・当選したプログラムのみ参加いただけます。本はがきが参加証にな
ります。イベント当日に各プログラム会場で確認しますので、大切
に保管しておいてください。
・プログラム開始時間10分前に各プログラム会場に集合してくださ
い。各プログラムは時間どおりスタートします。
・各プログラムとも実施時間ごとに参加者が決まっています。他の時
間に変更することはできませんのでご了承ください。
・抽選にもれた方は、当日受付を行う自由参加プログラムに参加して
いただくことができます。
・8/11（火）以降は、右のQRコードでも
抽選結果を確認できます。
（http://www.oit.ac.jp/bme/kjf/）

大阪工業大学　工作・実験フェア2015
事前予約プログラム受付完了連絡

〈本用紙は当選はがきではありません〉
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自由参加プログラムについては、材料がなくなり次第終了と
なりますので、予めご了承ください。
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科学のとびらを開こう
工作・実験フェア2015

プログラム一覧表の見方

事前予約が必要なプログラム

当日自由に参加できるプログラム
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。

1～46
47～85

工作・実験フェア2015
科学のとびらを開こう

こうさく じっけん

かがく ひら

全てのプログラムにおいて、
必ず保護者の付き添いをお願いします。
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ホルマル線でコイルを作り、プラスチックコップを使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鳴るしくみを学びましょう。

電気電子システム工学科の木村先生、重弘先生

プラスチックコップでスピーカーを作ろう

わたしたちの身の回りにあるモータ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しょう。

電気電子システム工学科の見市先生

手作りモータに挑戦。動くかな？

白色LEDは、通常乾電池を2個以上使わないと光りません。簡単な回路を組
んで乾電池1個でも光るようにします。電子回路の面白さを味わいましょう。

電気電子システム工学科の吉田先生

乾電池1個で白色LEDランプを光らせよう

無線で動くラジコンロボットカー製作にチャレンジしましょう。はんだこてを使
い電子部品を回路にくっつけていきます。

ものづくりセンターの近藤先生

無線ラジコンロボットカー

鋳型（いがた）と呼ばれる空洞に溶けた金属を流し、形（オリジナルペンダント）
を作ります。
3㎝四方に予めデザインを考えて、持ってきてください。

ものづくりセンターの岩田先生

鋳物で作るオリジナルペンダント

水蒸気は機関車を走らせ、電気も作ることができます。この水蒸気の力を実
感するため、簡単なポンポン船を作り、実際に走らせて船の動く仕組みを理
解しましょう。

ものづくりセンターの高月先生

ポンポン船で蒸気の力を実感しよう

土から思い思いの形を作りだしてください。リラックスして感覚を研ぎ澄まし、
その感覚に従ってものづくりする時間を楽しんでもらいたいと思います。
後日作品を引き取りに来て頂ける方。汚れてもよい服装で参加して頂くか、エプロンをご持参ください。

総合人間学系教室の大谷先生

陶芸で遊ぼう

風船を膨らませ、その上に和紙を張り付けます。糊が乾いたら見事完成。
4色のLEDライトがいかにも幻想的なランプシェードを作りましょう。

ものづくりセンターの池田先生

和紙でつくるランプシェード

木箱のふたを開けるとオルゴールが鳴ります。お気に入りのイラストを絵具で
塗って…世界に一つの宝石箱の完成。
木箱を組み立てた後に絵付けを行います。どのような絵を描くか、事前に考え
てきてください。　　　　　　　　　　　　 ものづくりセンターの中村先生

木箱のオルゴール

プリント基板へのはんだ付け工作を体験します。作るものは、赤・緑・青の
光の三原色で光るLEDライトです。3色それぞれのスイッチ操作により7色の
きれいな光を生み出します。

ものづくりセンターの山下先生

はんだ付けで作る三原色のLEDライト

グライダーを作って飛ばします。よく飛ぶためにはどのような工夫が必要でし
ょうか？考えながら作りましょう。

ものづくりセンターの佐々木先生

飛べ！手作りスチレンペーパーグライダー

作用反作用の原理を理解できる簡単な教室実験のあと、レーシングカーを製
作し、レースをしましょう。親子で参加してください。

機械工学科の田原先生

親子のための爆走レース―ペットボトルレーシングカーづくり―

ペットボトルロケットを作り、打上げます。ロケットの原理を簡単な実験を交
えて学びましょう。親子で参加してください。

機械工学科の田原先生

ペットボトルロケット製作・打上げ大会

日常生活で使っている接着剤や粘着テープを使ってどこまで強く接着できる
か。きみも挑戦しよう！
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の中村先生

最強の接着に挑戦しよう

警察などで行っている血液検出＝ルミノール反応を体験することができます。
汚れてもよい服装で参加してください。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

科学捜査（血液検出）を体験してみよう
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自宅に飾るオブジェとして、テンセグリティドームを作ります。透明輪ゴムとプ
ラスチックの丸棒を使って、このユニークなアイデアを体験してみよう。

建築学科の林先生、堀家先生

鳥の巣みたい？不思議なドームをつくってみよう！

自分で住んでみたいと思う家を紙粘土とボード紙でつくってみます。自分の考
えをかたちにする建築の世界を少し体験してみましょう。

建築学科の吉村先生、岡山先生、林田先生

紙粘土とボード紙で作る理想のおうち

壁と床でつくる小さな模型をつかって、想像力を働かせながら、未来の建築
をつくってみましょう。

建築学科の寺地先生、本田先生、前田先生

90分間でつくる未来の建築

銀河などの重たい天体があると空間がゆがんでレンズを通してものを見たよう
になります。この重力レンズの模型を作って、いろいろなものをゆがめて見て
みましょう。
ガスバーナーを使用します。　　　　　　  一般教育科の鳥居先生、明先生

宇宙最大のレンズ、「重力レンズ」を作ろう

歯ブラシと振動モータを組み合わせて、振動で推進力を得るロボットをつくり
ます。歯ブラシの毛先の加工のしかたによる特性の違いを体験できます。

機械工学科の橋本先生

歯ブラシロボットを作ろう

ペットボトルとガラスビーズを使って、顕微鏡を作り、細胞や小さな生きもの
を観察してみよう。

生命工学科の松村先生

ペットボトル顕微鏡を作って、細胞を観察しよう

3次元CADを使ってみよう。オリジナルハンコづくり
3次元CADソフトを使ってオリジナルの「ハンコ（判子）」を作ってみよう！
自分で作ったデータが実際にちゃんとかたちになるかどうか!?

機械工学科の井原先生

ロボフィッシュが泳ぐ小プールで、作った水中モータ船の速さを競争してみま
しょう。

機械工学科の加藤先生

水中モータ船を作ってプールで遊ぼう

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
発電する究極のエコを体験しよう。

機械工学科の上田先生

圧電ライトを作ろう!!

ゴム動力の模型飛行機を作って、飛ばしましょう。よく飛ぶようにするには、
空気の力を考えた工夫がいるよ。

機械工学科の小池先生

ゴム動力飛行機を飛ばそう

不思議！やわらかいプラスチックが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ろう！

機械工学科の西川先生

光で創るアート!?マイ・ストラップづくり

ペットボトルで風車を作り、モータとLEDを取り付けます。風レンズを付けた
風車を回してLEDがより明るく光るか試してみよう。

機械工学科の川田先生

風レンズ付風車を作って発電してみよう

パンフルートは葦の茎等を用い、一つのパイプで一つの音高が出せるようにし
て音階状に束ねた管楽器のことです。これを太目のストローで製作し「キラキ
ラ星」を演奏してみましょう。

常翔学園中学校・高等学校の禅定先生

ストローでパンフルートを作って演奏してみよう

七宝焼きのキーホルダー作りをとおして、ガラスの融点や色ガラスの発色につ
いて学びましょう。

生命工学科の大島先生、川原先生

ガラスをとかして、キーホルダーを作ろう
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ペットボトルに車輪を付け、ゴム動力でプロペラを回して走る自動車を製作し
ます。出来あがった自動車でレースをしてみましょう。

機械工学科の中川先生

プロペラ推進自動車を作ってレースをしよう

身の回りの材料を使って、自分にしか作れないオリジナル・デザインを実現しよ
う。ユニークなアイデアと工夫で、毎日のお出かけがもっと楽しみになりますよ。
完成まで4時間かかります（昼休み含む）。彫刻刀を使用します。

空間デザイン学科の朽木先生

消しゴムはんこで作る、世界にひとつのエコバッグ

淀川のワンドで生物の捕獲調査を行い、外来魚の駆除の効果を確認し、生物多
様性を学びましょう。また、捕獲した外来魚で魚拓を作りましょう。
少雨決行（大雨のときは魚拓づくりのみ）。開始15分前に集合。水にぬれてもよい服装で参加してください。

都市デザイン工学科の綾先生、一般教育科の小島先生、三橋先生

城北ワンド群生物調査隊と魚拓づくり

私たちの暮らしを支えるコンクリートの主材料であるセメントを使ってアート作
品づくりにチャレンジ。セメントが固まるしくみやコンクリートを作る際の留意
点を学ぼう。

都市デザイン工学科の三方先生

セメントでアートづくり

家庭にあるアルミホイルで、船を作り動かしてみます。磁石に付かないアルミ
ホイルも磁力の働きで動かすことができるおもしろさを体験してみよう。

電気電子システム工学科の森實先生

アルミホイルでつくった船を磁石で動かそう！

マイコンICを使った簡単な電子回路で、音のなる面白グッズをつくります。電
子工作を楽しみながら、ICやLEDなどに親しみます。
はんだ付け工作をします。

電気電子システム工学科の吉村先生、木原先生

ICを使ったおもしろ電子工作

ブロックを並べるだけで、簡単にプログラムができます。楽しいゲームやキャ
ラクタが動くプログラムを作りましょう。
友達と一緒に1組として参加可能

電子情報通信工学科の原嶋先生

ブロック遊びでプログラムをつくろう！

節電対策で注目されている扇風機の仕組みを理解し、その心臓部であるモー
ターを製作します。モーターが回転する仕組みが解かれば、中心軸に羽をつ
けて、どれだけ速く回転させられるかは工夫しだい。

電子情報通信工学科の神村先生

夏だ！モーターを作って扇風機製作を体験してみよう

レモンで電池を作りましょう。作った電池で電子オルゴールを鳴らし、電池の
しくみと電気の流れについて学びます。
作った電池と電子オルゴールは持って帰れます！　家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の矢野先生

レモン電池で電子オルゴールを鳴らそう！

形状記憶合金を使った人工筋肉型ロボットアームを作って、動作音も無く、
生き物のような動きを感じてください。また、人工筋肉の力試しにも挑戦して
みましょう。

電気電子システム工学科の辻田先生

人工筋肉型ロボットアームを作ろう

ボール紙に鉛筆で自分の好きな絵を描くと、その絵が楽器に変わります。い
ろいろな音が出るので、描いた絵を楽器にして、音楽を演奏してみましょう。

電気電子システム工学科の佐々先生

絵を描いて楽器を作ろう

七色にゆっくり光る発光ダイオード（LED）を使って、アロマキャンドル風癒し
ランプを作ります。工作しながら色や光の3原色、LEDの光る原理を親子で
理解しちゃいます♪　はんだ付け、カッターを使用します。

電気電子システム工学科の前元先生

レインボー LEDで癒しランプづくり

光を感じるセンサの「目」で見て、電子回路の「頭」で考え、モータで振動する
「脚」で動き回るミニロボットを作ろう。完成したらコースでタイムアタックに挑
戦！最速マシンはどれだ！？

ロボット工学科の小林先生

自分で考え、自分で動く！手のひらサイズの移動ロボット

ペーパークラフトで簡単な車のカバーをつくり、レゴで車のベースとなる部分
を組立てます。完成した車は手振りで操作できます。手を振るだけで車がいろ
いろな動きをしますよ。　ペーパークラフトのみ持ち帰りできます。

ロボット工学科の本位田先生

ハンドパワーでレゴカーが動く！

ライトに当てるときれいに光るアロマキャンドルを作ります。匂いと光の化学を
楽しみましょう。
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の小林先生

光るアロマキャンドルをつくろう

7色LEDをつかって、きれいなランタンを作りましょう。カップに絵を描いてオ
リジナル灯りのできあがり。はんだ付け無しで作れます。
家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の西口先生、奥先生、藤村先生

カラフルLEDランタンをつくろう

メロディICを使って簡単にオルゴールが作れます。電池とスピーカーをつなぐ
だけ。LEDランタンと組み合わせることもできます。
家族と一緒に参加可能

電子情報通信工学科の西口先生、奥先生、藤村先生

簡単オルゴールをつくってみよう

自分のイメージの車を作ります。作った車で坂道レースをします。遠くまで走
れるようにタイヤや車の形を工夫します。

機械工学科のOB・学生有志

オリジナルペーパーカー
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のりやハサミがいらない立体パズルを使用して、世界の有名建築物を手軽に
組み立ててみよう。

建築学科の宮内先生、馬場先生、河野先生

ペーパークラフトによる立体建築の作成

紙の端を押したり引いたりするだけで簡単に展開・収納ができるミウラ折りの
折り方を学ぼう。

建築学科の佐藤先生、中村先生

ミウラ折り体験

食品や洗剤など、身の回りにある様々な液体が酸性なのかアルカリ性なのか、
植物色素の色の変化で調べてみよう。

生命工学科の大森先生

植物の色素で調べる酸、アルカリ

紙筒をデコレーションしてかわいい小物入れを作ります。

機械工学科のOB・学生有志

オリジナル小物入れ

世界のクワガタ虫、カブト虫を展示します。

機械工学科の桑原先生

世界のクワガタ虫・カブト虫教室
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立体図形にはたくさんの種類があります。様々な形のパーツを組み合わせて、
自分で立体図形を作ってみましょう。

一般教育科の鎌野先生

いろいろな立体図形

体育の先生が吹いているホイッスルを、牛乳パックで作ってみよう。ちゃん
と鳴らせるかな？牛乳パックの持ち込み大歓迎です‼
※昨年度より作りやすく、鳴りやすくバージョンアップしました！

空間デザイン学科の赤井先生

牛乳パックでつくるホイッスル

プラスチックのしょうゆ差しで、水中に浮かぶ浮沈子を作りましょう。浮沈
子の中の空気で浮きぐあいを調節できます。
ペットボトル（固め）の持ち込みOK（フタ必要）。

都市デザイン工学科の後野先生

浮沈子（フチンシ）で遊ぼう

パソコンを使ってスピーカーを鳴らせます。場所によって、いろいろな聞こえ
方がするよ!?

電気電子システム工学科の加瀬先生

ふしぎな音の部屋

パンタグラフを工作して、大きく小さく同じ図形を描き、ゴムを使ってカエル
ジャンプさせます。遠隔操作ロボットとエネルギーの原理が簡単に学べます。
未就学児も参加できますので、お気軽にどうぞ。

ロボット工学科の河合先生、中泉先生

ものまねお絵かき＆カエルジャンプ

みんなの前で発表するときに、ドキドキしてうまく話せないことはありません
か？そんなときに役に立つ呼吸法を学びます。先生は、クマのぬいぐるみです。
やさしく抱っこして呼吸を合わせましょう。

ロボット工学科の大須賀先生

リラックスできる呼吸法を学ぼう

音はいろいろな波が混ざり合ってできています。高い音は細かい波、低い音
はゆったりとした波です。どれくらいの音を聞き分けることができるのか、挑
戦してみましょう。

電気電子システム工学科の重弘先生

絶対音感？音を聞き分けられますか？

ペットボトルを使って、「糸巻き戦車」をつくり、走らせます。距離で勝負する
か。 スピードを競うか。穴開け用のキリを使用します。円筒型（お茶など）の
ペットボトル（500ml）を持ってきてください。

環境工学科の渡辺先生

走れ! ペットボトル戦車

78
79
80
81
82
83
84
85

日頃なにげなく使用しているプラスチック製品はどうやって作られているのか
な？どんな使われ方をしているのかな？色々想像して楽しんじゃおう！

応用化学科の藤井先生

プラスチックが大活躍！

いつも作って遊んでいるシャボン玉にもたくさんのサイエンスがつまっていま
す。なかなか割れないシャボン玉や色が消えるシャボン玉、など、おもしろ
いシャボン玉を体験してみよう。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

いろいろなシャボン玉を見てみよう

紙に透明な液体をつけると、あれれっ色が？ちょっと不思議なぬり絵を体験
してみましょう。
汚れてもよい服装で参加してください。

応用化学科の小林先生

紫キャベツでぬり絵

淀川学展示。大阪市内に今でも残る渡船や、街や暮らしを高潮や津波から
守る水門などの風景をご覧ください。

応用化学科の野村先生

大阪にこんなところが

身近なものには色が付いているけど、どのような仕組みでついているの？野
菜ジュースや野菜などから色を取り出して、実際に染め物をしてみよう。

サイエンスアラカルトエコールプロジェクトメンバー

野菜の色で染め物をしよう

ものがなぜ見えるのか、そのしくみを体験しましょう！光の性質について学
びます。光の性質を利用して、ものを見えなくしたり、封筒に入れた紙に書
いてある文字を読んでみよう。

応用化学科の大高先生

見える？見えない？物が見えるしくみ

なぜ、ゴムはよく伸びるのかを考え、割りばしゴム鉄砲作りを体験しよう。

応用化学科の下村先生

割りばしゴム鉄砲作り

競技用ソーラーカーを見学しよう。また、電動バギーに乗ってみよう。
雨天の場合中止

機械工学科の中川先生

エコカーを見てみよう、乗ってみよう

廃ガラスを材料にして、蛍の様に暗闇で光るキーホルダーやストラップを作
りましょう。

環境工学科の岡本先生、古崎先生

ガラスで作る蓄光ホルダー

大昔、人は木を擦って火をおこしました。このように、木を擦ると摩擦熱が出
ます。木を擦って、温度がどれだけ高くなるか実験してみよう！

機械工学科の松島先生

木を擦るとどれだけ熱くなるかな？

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ります。
デザインは自由です。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ます。

機械工学科の羽賀先生、伊與田先生、OB有志

くるりんブレスレット

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ります。
力を加えると形が変わり、もとに戻らない金属の性質「塑性」について学びます。

機械工学科の羽賀先生、伊與田先生、OB有志

アルミや銅でつくるオリジナルグッズ

力を加えることによって固体化す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
験しましょう。

機械工学科の中川先生

形の変わる不思議な液体を体験しよう

立体的な音（3D音響）を体験します。本物の音と偽物の音（再生音）との間違
いを見つけることができたらお菓子GET！

機械工学科の吉田先生

不思議な音の世界―音の間違い探し―

緑の葉に含まれる黄色の色素と緑の色素をシリカゲルクロマトグラフを使っ
て、分けてみよう。植物の光合成と栄養について、学習できます。

生命工学科の吉浦先生

色素で学ぶ緑の光合成

軽い運動をしてから計算ドリルをすると、成績がupします！本当か、嘘かは、
君も体験してみましょう！体（脳）の仕組みを簡単な実験を交えて学びます。
簡単な計算をする箇所があります。

総合人間学系教室の西脇先生

運動で賢くなろう！～運動が単純精神課題に及ぼす効果～

日常の中にある光は、赤や青や緑などさまざまな色があり、面に当たると反射
したりします。何の理科工作を行うかは当日のお楽しみ！
はさみやカッターナイフを使用します。

一般教育科の中村先生、原田先生、藤元先生

光に関する理科工作をやってみよう

弁当パックのフタを使って富士山の立体地図をつくります。また、展示や模型
をみながら火山や噴火のしくみについて学びましょう。

一般教育科の谷先生、田中先生

「富士山の立体地図」を組み立てよう！

ストロー、紙、クリップで飛行機を作ります。重りの位置や尾翼の形をよく飛
ぶように調節します。

機械工学科のOB・学生有志

ストロー飛行機

羽を曲げると回転しながら飛びます。回転方向の調節、遠くまで飛ばす工夫
をします。太さの違う3種類のビニール袋を準備しました。作ったロケットで
的当てゲームをします。

機械工学科のOB・学生有志

ビニール袋ロケット

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。

機械工学科のOB・学生有志

かんたん紙トンボ

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ペンダントを
作ります。

機械工学科のOB・学生有志

機械・電子部品でつくるオリジナルグッズ

簡単な万華鏡（まんげきょう）を作りながら、「目」でモノを見る不思議を学びま
しょう。
セロハンテープ、のり、はさみを持ってきてください。

総合人間学系教室の石道先生

何が見えるかな？

筋肉ワールドを楽しみながら、腕の骨格と筋肉の模型キットを作って、筋肉の
動きを学びましょう。
セロハンテープ、はさみを持ってきてください。

総合人間学系教室の中村先生

筋肉が収縮するしくみを学ぼう

ブルブル震える振動モータで動くロボットを作ろう。昆虫、乗り物、その他い
ろいろ、ロボットの形はあなたのアイデア次第です！

機械工学科の牛田先生

振動ロボットを作ろう

往　信　は　が　き

　この度は、大阪工業大学「工作・実験フェア2015」プログラムにお申
込みいただき、ありがとうございます。
　受付番号を次のとおり連絡します。下記、注意事項にご留意願います。

【注意事項】
・本用紙は当選はがきではありません。
・定員を超えて多数応募いただいたプログラムについては、抽選とな
ります。
・抽選結果の発表は、本学のホームページで行います。
（http://www.oit.ac.jp/　8/11（火）に発表予定）
当選された方は、必ず当選されたプログラムと開始時間をご確認ください。
・当選したプログラムのみ参加いただけます。本はがきが参加証にな
ります。イベント当日に各プログラム会場で確認しますので、大切
に保管しておいてください。
・プログラム開始時間10分前に各プログラム会場に集合してくださ
い。各プログラムは時間どおりスタートします。
・各プログラムとも実施時間ごとに参加者が決まっています。他の時
間に変更することはできませんのでご了承ください。
・抽選にもれた方は、当日受付を行う自由参加プログラムに参加して
いただくことができます。
・8/11（火）以降は、右のQRコードでも
抽選結果を確認できます。
（http://www.oit.ac.jp/bme/kjf/）

大阪工業大学　工作・実験フェア2015
事前予約プログラム受付完了連絡

〈本用紙は当選はがきではありません〉

受付番号
必
ず
「
や
ま
お
り
」
に
し
て
く
だ
さ
い
。

大
阪
市
旭
区
大
宮
5
丁
目
16
番
1
号

　（株） 

常
翔
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
内

必ずこちらの面を外側に折ってください。
郵便に支障が出る場合があります。

工
作
・
実
験
フ
ェ
ア
2
0
1
5
事
務
局

　行

5 3 5 8 5 8 552円切手
を貼って
ください
（裏面同様）

キリトリ線

自由参加プログラムについては、材料がなくなり次第終了と
なりますので、予めご了承ください。

キ
リ
ト
リ
線

科学のとびらを開こう
工作・実験フェア2015

プログラム一覧表の見方

事前予約が必要なプログラム

当日自由に参加できるプログラム
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。

1～46
47～85

工作・実験フェア2015
科学のとびらを開こう

こうさく じっけん

かがく ひら

全てのプログラムにおいて、
必ず保護者の付き添いをお願いします。


