
  にちじ

日時

かいじょう

会場

　　　　
                        ねん　　  がつ　　　 　 にち　  にち

２０１９年 ３月 ２４日 （日）
 ごぜん      　      じ　　　  ごご　　　 じ

午前１０時～午後３時
うけつけしゅうりょう　   ごご　 　　 じ　　　　 ふん

（受付終了： 午後２時３０分）

 とうきょうりかだいがく　 かぐらざか

東京理科大学 神楽坂キャンパス
       ごうかん　   かい

６号館 ２階 

  
　ようちえんじ　　　  　しょうがくせい　  みな　　　　　　 かがく　　  たの                   し

幼稚園児から小学生の皆さんに科学の楽しさを知ってもらうため、
 とうきょうりかだいがく　　  がくせい      しゅたい

東京理科大学の学生が主体となって
じっけん　　　　　　かがくけいはつ　　　　　　　　　　　  きかく       かいさい　　　　だんたい

実験などの科学啓発イベントを企画・開催する団体です。
くわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らん

詳しくはウェブサイトをご覧ください︕

とは︖

検索

アクセス
  ま
待ってます！

保護者の方へ
・お困りの際は、黄緑色の Tシャツを着たスタッフへお声がけください。

・会場内での飲食は禁止です。

・企画内容は予告なく変更になる場合があります。

・製作・実験の企画は材料が無くなり次第、終了とさせていただきます。

・企画によっては衣服が汚れる可能性がございます。ご注意ください。

・企画ごとに待機列の形が異なりますので、お困りの際はお近くのスタッフ
   にお声がけください。
・来場者が多い場合、企画に制限をかけることがございます。　　
   あらかじめご了承ください。

・小学３年生以下のお子様は保護者の方とご一緒に企画へご参加ください。

・企画に参加する際にはこちらのパンフレットが必要です。無くさないよう
   ご注意ください。
・実験体験風景などの写真は、サイエンスフェアの広報活動に使用させて
   いただきます。ご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　いろ　                           　　　     き　

　　　こまったときは、きみどり色の Tシャツを着た
                                                                   ひと

　　　スタッフの人にこえをかけてね。
　　　　　　    かいじょう　　　　　　　　   た　　　　　　　      の

　　　会場のなかでは食べたり、飲んだりしないでね。

　　　　　　   かいじょう     なか　　       はし

　　　会場の中では走らないでね。

　　　　　　　　　　　　　　   つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なか

　　　ブースで作ったものは、かばんの中にしまってね。
                       

　　　　　　　 かえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こた　

　　　帰るときは、アンケートに答えてね。

みんなへのおねがい
とうきょうりかだいがく がくせいきかく
東京理科大学 学生企画
こうえん　しんじゅくくきょういくいいんかい

後援：新宿区教育委員会　



     ちきゅう　　　     えんじょい　　

『地球を ENJOY!』
    ちきゅう かがく けんきゅうぶ

( 地球科学研究部 )
      

         
       こうぶつ　  かんさつ

1. 鉱物を観察しよう
　　 たつまき　  くも　   かんさつ

2. 竜巻と雲を観察しよう        
        て まわ　　 はつでんき　　   でんき　　  つく

3. 手回し発電機で電気を作ろう︕
        みぢか　　 ひろ　　　     げんそ　　  せかい

4. 身近に広がる元素の世界

２

        ゆー       きゃん　  ふらい　　　

『You can fly!』
   えあーくらふと　めーかーず

(AircraftMakers)
　   もけい    ひこうき         つく

1. 模型飛行機を作ろう
　  じんりき  ひこうき                            し

2. 人力飛行機のことを知ろう

３ 　 たの　　　　  まな　　　　　 かがく　　　     ふしぎ　　

『楽しく学ぼう化学の不思議』
    にぶ    かがく けんきゅうぶ

(Ⅱ部化学研究部 )

1. スライム
　　 にゅうよくざい

2. 入浴剤
3. スーパーボール

５
　   みぢか　　      かがくたいけん 

『身近な化学体験』
   リこうがくぶ    かがく  けんきゅうかい

( 理工学部化学研究会 )
　　  わ　　　　　　　　　　　　　　  だま

1. 割れないシャボン玉︖
　　  じんこう　　　  　　　　つく

2. 人工いくらを作ろう︕

６

　　  しゃしんてんじ

2. 写真展示

　　 　　　　　　　　    　　　　 じょうえい

1. プラネタリウム上映

　　  わくせい もけい てんじ

3. 惑星模型展示

       み ち　　　　　   そうぐう　     ほし　　　 　    で あ　　　　

『未知との遭遇～星との出逢い～』
    いちぶ　 にぶ   てんもん けんきゅうぶ　　  とうきょうりかだいがく 　のだてんもんけんきゅうかい　

(Ⅰ部Ⅱ部天文研究部 × 東京理科大学野田天文研究会 )
せいりけん

せいりけん

１

せいりけん

せいりけん

     へんこうばん　　  あそ　　　　　　

『偏光板で遊ぼう︕』
    とうきょうりかだいがく                             

( 東京理科大学サイエンス           ちび　　らぼ

  コミュニケーションサークル chibi lab.)
　 へんこうばん まんげきょう

1. 偏光板万華鏡
　　  へんこう                        し

2. 偏光について知ろう

４

 さんかい

３F

かいじょう

会場マップ

１２３

４

５６

　　　　　　    きょうしつ

 ６２２教室
      きゅうけい

( 休憩スペース )

  でいりぐち
出入口

　ろくごうかん 　 にかい

６号館２F

しょうがくせいいじょう

 小学生以上
　　　　　　 きかく　　　　                 さんか

マークがない企画はだれでも参加できます。

　   さんか　　　　  　　ねんれい
  参加できる年齢

だんし　　　　　にかい
男子トイレ︓２F
じょし　　　　　さんかい
女子トイレ︓３F

　　　　　　　　　　あんない

トイレのご案内
　  せいりけん
  整理券について

　　 　　　　　　　　               きかく　     せいりけん   　  ひつよう

マークのある企画は整理券が必要です
  　  はいふ じかん

・配布時間︓ ①  １０︓００～ /②  １２︓００～
　  はいふ ばしょ            　 ごうかん　　　　　　　　　 きょうしつ

・配布場所︓6 号館２F ６２２教室
　  せいりけん　せんちゃくじゅん

・整理券は先着順です

せいりけん

せいりけん

じょし
女子トイレ

だんし
男子
トイレ
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