
かがく

「科学へのトビラ」とは？
りか たいけん とお かがく みぢか

理科の体験を通して、科学の身近さや
じっけん たの ふ

実験の楽しさに触れてみる、
ようちえんじ しょうがくせいたいしょう

幼稚園児・小学生対象のイベントです。
りかだいせい にい ねえ いっしょ

理科大生のお兄さん・お姉さんと一緒に
おもしろ かがく せかい すこ

面白い科学の世界をほんの少し
たいけん

体験してみませんか？

しゅさい うんえい がくせいだんたい けんきゅうしつじっこういいんかい

主催・運営 学生団体みらい研究室実行委員会
と あ さき

お問い合わせ先
けんきゅうしつじっこういいんかい

みらい研究室実行委員会 メール miraken.rika@gmail.com
とうきょうりかだいがくがくせいしえんか

東京理科大学学生支援課 TEL 03-5228-8127

じぇーあーるそうぶせん とうきょう ゆうらくちょう

アクセス JR総武線 、東京メトロ有楽町
せん とうざいせん なんぼくせん とえい おおえど せん いいだ

線・東西線・南北線、都営大江戸線「飯田
ばしえき とほ ごふん

橋駅」徒歩5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
ろくごうかん にかい しんじゅくく かぐらざか

6号館 2階 (新宿区神楽坂1-3)

かいじょう

会場

ちゅうしゃじょうちゅうりんじょう とほ こうきょうこうつうきかん

※駐車場・駐輪場はございません。徒歩、公共交通機関などで
らいじょう

ご来場ください。

ねん

2022年10 がつ

月９にち にちようび

日 (日)
10:00〜15:00

うけつけしゅうりょう

（受付終了 14:30）
さんかひ

参加費

むりょう

無料

こうしき もうしこ

公式サイト/お申込み
じぜん もうしこ ひつよう もう こ いか きゅーあーる

事前申込みが必要です。申し込みは以下のQR
ねが

コードよりお願いします。
かくきかく くわ ないよう

各企画の詳しい内容
うらめん らん

は裏面をご覧ください。

ようじぜんよやく

（要事前予約）

しゅうへんちず
[周辺地図][キャンパスマップ] 11:00〜15:00

きんだいかがくしりょうかん
近代科学資料館

https://www.tus.ac.jp/info/
setubi/museum/index.html
11:30〜13:30

しょくどう えん

食堂(カツカレー500円〜）
りよう

をぜひご利用ください！

かいほうちゅう

開放中！



きかくしょうかい

企画紹介
いちぶにぶてんもん けんきゅうぶ の だ てんもんけんきゅうかい

I部II部天文研究部×野田天文研究会
うちゅう せかい しょうたいじょう

宇宙世界への招待状
こうえん

1.プラネタリウム講演
もけいかいせつ

2.模型解説

にぶかがくけんきゅうぶ

II部化学研究部
み ぢか か がく ふ

身近なものの化学に触れよう
せいさく

1.スーパーボール制作
みぢか かがく ふ じょうせつてんじ

2.身近なものの化学に触れよう（常設展示）

いちぶむせんけんきゅうぶ

I部無線研究部
うご

ロボットを動かしてみよう！
そうさ

1.ロボットを操作してみよう

いちぶかがくけんきゅうぶ

I部化学研究部
ぎょうてんじっけん いちぶかがくけんきゅうぶ

びっくり仰天実験！I部化学研究部
て さわ だま

1.手で触れるシャボン玉
かがく ちから めだまや

2.化学の力でつくる！目玉焼き

サイエンスコミュニケーションサークル
ちび らぼ

chibi lab.
にゅうよくざい つく

シュワシュワ入浴剤を作ろう！
つく

1.バスボムを作ろう！

にぶけんきゅうかいせいぶつけんきゅうぶ

II部研究会生物研究会部
せいぶつがく じっけんきょうしつ い もの てん じ

生物学実験教室&生き物の展示
かせき つく

1.化石のレプリカを作ろう！
じぶん しもん かんさつ

2.自分の指紋を観察しよう！
せいたいてんじ じょうせつてんじ

3.生体展示 （常設展示）

えあーくらふと めいかーず

Aircraft Makers
も けい ひこうき つく

模型飛行機を作ろう
もけいひこうき つく

1.模型飛行機を作ろう

ぶんぐけんきゅうどうこうかい

文具研究同好会
ぶんぐ か がく

文具×科学＝？
くらやみ ひか もじ

1.暗闇で光る文字？

きかくないよう げんだんかい へんこう

※3 企画内容は現段階のものであり、変更
かのうせい りょうしょう

する可能性がございます。ご了承ください。

さんか じぜん もう ひつよう

※1 参加には事前に申しこみが必要です。
かくきかく おこ じかん おうぼ

各企画が行われる時間については応募フォ
かくにん おうぼ

ームをご確認ください。応募フォームは、
おもてめん きゅーあーる

表面の QRコードからアクセスできます。
しんがた かんせんかくだいぼうし さい

※2 新型コロナウイルス感染拡大防止に細
しん ちゅうい じっし とうじつ

心の注意をはらい実施いたします。当日
しじ したが かんせんぼうしたいさく

はスタッフの指示に従い、感染防止対策
きょうりょく ねが

にご協力よろしくお願いいたします。

ちきゅうかがくけんきゅうぶ

地球科学研究部
かがく かん ちきゅう すがた

科学で感じる地球の姿
てまわ はつでんき

1.手回し発電機
こうぶつひょうほんてんじ じょうせつてんじ
2.鉱物標本展示（常設展示）
たつまきはっせいそうち じょうせつてんじ
3.竜巻発生装置（常設展示）

たいけん

体験
かんさつ

観察

たいけん

体験

かんさつ

観察

たいけん

体験

せいさく

製作

じっけん

実験
じっけん

実験

せいさく

製作

せいさく

製作
じっけん

実験

じっけん

実験

よやく ひとり きかく
※予約は１人2企画まで


	スライド番号 1
	20220920_3025_02.pdf
	スライド番号 1


