




教室番号 No.01 No.02

教室分類 理科工作教室 陶芸体験教室

対象学年
小学1年生

～3年生

小学1年生

～３年生

教室定員 定員 20名 定員 30名

No.03 No.04

生物工芸教室 化学工作教室

小学１年生

～３年生

小学１年生

～中学3年生

定員 10名 定員 82名

No.05 No.06 No.07

繊維工芸教室 理科実験教室 理科実験教室

小学３年生

～中学3年生

小学４年生

～中学３年生

小学４年生

～中学３年生

定員 15名 定員 10名 定員 14名

No.08 No.09

衝撃実験教室 理科工作教室

小学４年生

～中学３年生

小学４年生

～中学３年生

定員 10名 定員 10名

No.10 No.11 No.12

化学実験教室 皮革工芸教室 電子工作教室

小学４年生

～中学３年生

小学４年生

～中学３年生

小学４年生

～中学３年生

定員 12名 定員 15名 定員 6名

小学４年生

～中学３年生

小学５年生

～中学３年生

金属探知機を作って、荷物の中

の金属の有無を調べたり、迷路

ぬけにチャレンジしたりします。

※ハンダ付作業を行うため火傷をする可能性がある
ことをご承知おきの上お申込み下さい。

色と光の化学マジック

身の回りには、いろいろな色や

光があふれています。色が変

わったり、光ったりする実験を

とおして化学の不思議な世界を

体験してもらいます。

プログラミング・ビークル
を作ろう

プログラミング・ビークル

（車）を作り、デジタルの原理

を学びます。狙い通りのコース

を走らせることができるプログ

ラムを考えましょう。

電池を作ってめっきを
しよう

身近なものを使って簡単な電池

を作り、電子メロディを流しま

す。さらに、この電池で金めっ

きにもチャレンジします。

革製のコインケースを
作ろう

革を使ってコインケースを自作

することで革への理解を深める

とともに、ものづくりへの興味

を持っていただきます。

金属探知機を作って
迷路をぬけよう

藍染の方法を簡単に学び、実際

にガーゼタオルを染めていただ

きます。オリジナルデザインの

ガーゼタオルができあがりま

す。

形を覚える金属を便って､実際に

好きな形を覚えさせ､形を変えて

も､また覚えた形に戻る実験をし

ます。さらに､この金属を使って

風車を回す実験もします。

真空中で、金の表面近くでプラ

ズマを作ると、表面から金の原

子が飛び出してきます。その原

子をメダルにつけてピカピカの

金メダルを作ります。

静電気モーターを作ろう

パラシュートやプチプチなどを

使って、たまごを落下衝撃から

守ります。そして、プチプチ等

の使用量の少なさを競います。

地震も体験できますよ。

静電気モーターは静電気の力だ

けで回ります。静電気をためる

ライデンびんを同時につくり、

それを利用して静電気モーター

を回します。

たまごの落下実験コンテス
ト（地震体験もあるよ）

身近にある花を、電子レンジを

使って短時間で押し花のしおり

にします。短時間で作るので色

鮮やかなしおりができあがりま

す。

君だけのスライムを
作ろう

子どもたちに大人気のスライ

ム！高分子ゲルという材料を

使って、いろいろな色や香りの

君だけのスライムを作ります。

藍染めでオリジナルタオル
を作ろう

形を覚えるふしきな金属で
遊ぼう

真空の中でメダルを
金ぴかに！

君だけのやきものを
作ろう

素焼きのお皿に絵を描いて焼き

物にします。こちらで釉薬をか

けて焼成し、できあがったお皿

は後日取りに来ていただくか、

着払いの宅配便でお送りします。

教室タイトル

教室の内容

ふしぎなフィルムで
まんげきょうを作ろう

黒や透明のフィルムを使ってい

るだけなのに、すかして見ると

いろんな色が見える、ふしぎな

万華鏡（まんげきょう）を作り

ます。

自然を身近に
-花のしおりを作ろう-

■ 午前の部（10：00～12：00）　こどものための工作・実験教室

事前申込み必要
教室ごとに定員を設けており、希望する教室への事前申込みが必要です。
希望された教室の申込み数が定員を超えた場合は抽選となります。

抽選にはずれた場合、定員に達していない他の教室があれば、受講を希望することが
できます。ただし、どの教室を受講していただくかは、当研究所が指定します。

★申込方法の詳細は裏面をご覧ください。

No.14No.13

デジタル実験教室

定員 6名

化学実験教室

定員 10名

clipart by illpop.com

陶芸体験教室

君だけのやきものを作ろう



ふしぎ体験

電子顕微鏡観察

機器の実演

電子顕微鏡で君の髪の毛を
見てみよう

真空の世界を見てみよう 身の回りのステンレス鋼

顕微鏡で見よう、
日常の世界

液体窒素は、-196℃という普段

経験することのできないとても

低い温度の物質です。この液体

窒素を使っていろいろな実験を

楽しみましょう。

①13:00-13:20

②13:30-13:50

③14:30-14:50

④15:00-15:20

⑤15:30-15:50

⑥16:30-16:50

サイエンス

ショー

燃料電池自動車の展示およ
び試乗体験

機器の実演

①13:00-13:45

②13:30-14:15

③14:00-14:45

④14:30-15:15

⑤15:30-16:15

⑥16:00-16:45

⑦16:30-17:15

★1回12名(6組)

　　　　　×7回

電子顕微鏡の原理を簡単に説明

し、その後、電子顕微鏡を使っ

て参加者の髪の毛を撮影しま

す。印画紙に印刷した電子顕微

鏡写真をお渡しします。

昆虫、食品など身の回りの物を

顕微鏡で見て、新しい世界を発

見します。また、顕微鏡で撮影

した拡大写真をお渡しします。

真空の世界では音が消えたり、

電気が光ったり、水が蒸発した

りします。真空を利用しておも

りを持ち上げることもできます。

それらの実演が見学できます。

プラスチック製品の作り方
を知ろう　～フィルム・
シート成形～

液体窒素の実験を
楽しもう！

タッピ―と学ぼう★クイズ
大会

特別イベント

研究所内のいろいろな加工装

置・分析機器や施設をご案内す

るとともに、研究所の業務につ

いても簡単に説明いたします。

①14:00-14:25

②15:00-15:25

②16:00-16:25

★1回50名×3回

★小学生のみ対象

13:00-17:00

★随時開催

金属元素を含む物質を燃やす

と、それぞれの元素でカラフル

な炎（ほのお）が現われます。

実際に燃やして炎の色から金属

の種類を推理してみよう。

生活に欠かせないプラスチック

フィルムがどのように作られて

いるかご存知ですか？今回は押

出加工法による実演をまじえて

紹介します。

鉄鋼材料あるいは金属製品がで

きるまでを映像で紹介しながら

わかりやすく解説します。これ

で君も金属博士！

所内の機器・施設
見学ツアー

特別イベント

①14:00-14:45

★1回4名以内
　　　　　×8回

②15:00-16:30

★1回4名以内
　　　　 ×13回

13:00-17:00

★随時開催

13:00-17:00

★随時開催

試乗体験

顕微鏡観察

タッピ―と一緒に、○×クイズ

で学ぼう！参加者全員に参加

賞、たくさん正解したら素敵な

プレゼントがあります。

機器の実演

化学実験

体験

イベントの内容

次世代のクリーンエネルギーと

して期待されている水素を燃料

とする「燃料電池自動車」の展

示及び試乗体験をしていただき

ます。

台所など身の回りに多く使われ

ているステンレス鋼。その種類

や性質を示し、スパーク放電に

よる金属成分の分析を実演しま

す。

ミニプレスでマグネット
シートを打ち抜こう

ミニプレスを使ってマグネット

シートを打ち抜きます。また、

工業製品の製作に広く利用され

ているプレス加工技術について

紹介します。

①13:00-13:25

②14:00-14:25

③15:00-15:25

④16:00-16:25

モノづくり

実演

モノづくり

実演

①13:00-13:25

②14:00-14:25

③15:00-15:25

④16:00-16:25

★1回25名×4回

13:00-17:00

★随時開催

①13:00-13:25

②13:30-13:55

③14:00-14:25

④14:30-14:55

⑤15:00-15:25

⑥15:30-15:55

⑦16:00-16:25

⑧16:30-16:55

①13:00-13:25

②13:30-13:55

③14:00-14:25

④15:00-15:25

⑤15:30-15:55

⑥16:00-16:25

★1回7名×6回

所内見学

イベントタイトルカテゴリ

14:00-14:55

★10名×2班×1回

★大人の方対象

モノづくり

映像

①13:30-13:55

②14:30-14:55

③15:30-15:55

④16:30-16:55

★1回5名×4回

①13:30-13:55

②15:30-15:55

★1回30名×2回

実施時刻

★定員等

産技研の秘密や科学に関するク

イズに答えて、産技研を探検し

よう！全問正解者には素敵な賞

品があります。

サーモグラフィカメラで
熱・温度を見てみよう

音の響かない世界を体験し
よう

産技研クイズラリー

映像でみる鉄鋼材料・
金属製品ができるまで

熱や温度の違いを色の違いとし

て見ることができます。場所に

よって温度が違う様子や熱の伝

わる様子を観察できます。

無響室という、音が響かない世

界で、声や手を叩く音がどのよ

うに聞こえるかを体験し、日常

の音との違いを感じて頂きま

す。

■ 午後の部（13：00～17：00）　機器等の実演・体験

要要整理券

要整理券

要整理券

要整理券

要整理券

カラフルファイヤーサイエ
ンス　～炎色反応を体験し
よう～

事前申込み必要
午後の部の総定員は500名です。申込み数が総定員を超えた場合は抽選となります。

なお、午後の部の事前申し込みは、個別のイベントごとには行っていません。
当日、各イベント会場で、先着順でご参加いただけます。ただし、整理券が必要な
イベントもありますのでご注意ください。

★申込方法の詳細は裏面をご覧ください。

clipart by illpop.com

究極のエコカー

燃料電池自動車の試乗体験



時刻 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

受付（午前の部・
午後の部共通）

午前の部
教室No.01～14

お昼の特別企画
映画上映会

お昼の特別企画
職員による
パフォーマンス

午後イベント
整理券配布

燃料電池自動車の展
示および試乗体験

音の響かない世界を
体験しよう

電子顕微鏡で君の髪
の毛を見てみよう

顕微鏡で見よう、
日常の世界

サーモグラフィカメラ
で熱・温度を見てみよ
う

真空の世界を
見てみよう

身の回りの
ステンレス鋼

カラフルファイヤーサ
イエンス　～炎色反応
を体験しよう～

プラスチック製品の作
り方を知ろう　～フィ
ルム・シート成形～

ミニプレスでマグネッ
トシートを打ち抜こう

映像でみる鉄鋼材料・
金属製品ができるまで

液体窒素の実験を
楽しもう！

タッピ―と学ぼう★
クイズ大会

産技研クイズラリー

所内の機器・施設
見学ツアー

10:00～ 午前の部 14教室

11:00～ 映画上映会

12:15～

12:00～ 午後の部の整理券配布（なくなり次第終了）

①回目 ②回目

①回目 ②回目 ③回目 ④回目 ⑤回目 ⑥回目

①回目

随時開催しています

随時開催しています

①回目 ②回目 ③回目 ④回目 ⑤回目 ⑥回目

①回目 ③回目

14:00～

②回目

②回目

③回目 ⑤回目

④回目 ⑥回目

⑦回目

①回目 ②回目 ③回目 ④回目

①回目 ②回目 ③回目 ④回目 ⑤回目 ⑥回目 ⑦回目 ⑧回目

①回目 ②回目 ③回目 ④回目

随時開催しています

①回目 ②回目 ③回目 ④回目

①回目 ②回目

随時開催しています

9:00～受付開始 ★午前の部参加の方は、10:00までに受付をお済ませ下さい

■ スケジュール・お知らせ

お昼の特別企画

映画上映会
小学生のみなさんに楽しんでいた
だける映画を上映します。午後の
部のみに参加するみなさんも早め
に来ればご覧いただけます。何を
上映するかは当日のお楽しみ！

お昼の特別企画

パフォーマンス
お昼休みのひとときを楽しんでい
ただけるよう、産技研職員が得意
のパフォーマンスを披露します。
何をするかは当日のお楽しみ！

職員による

午後の部 整理券配布

午後の部で整理券が必要な5つの
イベントについては、12時から
先着順で一斉に整理券を配布し
ます。なお、整理券は、参加者
ご本人に配布し、代理で受け取
ることはできません。なくなり
次第、配布を終了します。

12:00～

ご昼食・ご休憩コーナー
ご利用可能時間　10:00～17:00

産技研内には、自由にお食事・ご休憩をしていただける
コーナーがありますので、ご利用下さい。(お弁当持ち込み可）

なお、お昼の時間帯は食堂としても営業していますので、
ぜひともご昼食にご利用下さい。

■ 食堂営業時間　11:45～13:15

要要整理券

要整理券

要整理券

要整理券

要整理券

12:15～11:00～
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