
◆ 小学生以下のお子様が参加できるプログラムです。

◆ パンフレットも併せてご覧ください。

保護者の方へ

N棟1F

E棟3F

M棟1F

ﾌﾟﾗｻﾞ1F/2F

ﾌﾟﾗｻﾞ1F
おむつかえシート付きトイレ

授乳スペース

みじか せ

10:30、11:30、
13:30、14:30、
15:30

高強度レーザー虹色の世界

♪レーザー科学棟

（土）

小学5年生以上

かがくとう

こうきょうど にじいろ せかい

加速器でつくるレーザー
かそくき

きた ごうとう

♪北2号棟

（土）（日） 9:30～16:30

小

低温の世界を見てみよう
ていおん せかい み

♪極低温物性化学実験室
きょくていおんぶっせいかがくじっけんしつ

（土） 13:00～16:30

小

身近にあるプラズマの世界

♪北4号棟

（土）（日） 9:30～16:30

幼 小

きた ごうとう

防災ゲームをしよう！

小

（土） 12:00～16：00

♪連携研究棟203小セミナー室
れんけいけんきゅうとう

ぼうさい

放射線で見る

（土）（日） 10:00～16:00

♪放射実験室

小

ほうしゃじっけんしつ

ほうしゃせん み

風を感じる !
かぜ かん

♪境界層風洞実験室

小

きょうかいそうふどうじっけんしつ

（土）（日） 9:30～16:30

近畿の地震と活断層

（土） 12:00～16:30

きんき じしん かつだんそう

♪地震予知研究センタ 棟1階

小

じしんよちけんきゅう

近畿の地震と活断層を探る

（土） 12:00～16:30
（日） 11:00～15:30

きんき じしん かつだんそう さぐ

♪地震予知研究センター棟1階

小

じしんよちけんきゅう

居住空間の災害を観る

（土） 13:00～16:00
（日） 9:30～14:30

（12時～13時休憩）

毎時0分、30分

きょじゅうくうかん さいがい み

♪強震応答実験棟

幼 小

きょうしんおうとうじっけんとう

（土）（日） 9:30～16:30

♪高度ﾏｲｸﾛ波ｴﾈﾙｷﾞｰ伝送実験棟

小

無線で電気を送ろう！
むせん でんき おく

こうど は でんそうじっけんとう

みぢか せかい



♪宇治おうばくプラザ１階セミナー室３

（土）（日） 10:00～16:00

小

じしゃく あそ

（土）（日） 13:00～16:30

有機化合物を光らせよう！

♪宇治おうばくプラザ1階セミナー室4

ゆうきかごうぶつ ひか

しつ こうぞう み

放射線を見る
ほうしゃせん み

（土） 9:30～16:30
（日） 13:00～16:30

磁石で遊ぼう！

幼 小

♪宇治おうばくプラザ1階セミナー室5

小

食べ物のミクロ構造解析

（日） 9:30～16:30

♪新食品素材製造実験室

小

た もの こうぞう かいせき

しんしょくひんそざいせいぞうじっけんしつ

しきそ せか

じしゃく あそ

昆虫の微生物に対する反応
もくしつ

こんちゅう び せい ぶつ たい はんのう

（土） 15:30～16:30
（日） 11:00～12:00

14:30～15:30

♪木質ホール３階

つく かくゆうごう

うじうじ

うじ

タンパク質の構造を見る

（土）（日） 9:30～16:30

小

ほんかん

LEGOで作ろう「核融合炉」FINAL

（土）（日） 9:30～16:30

幼 小

ほんかん

♪本館W棟5階W501E号室

カラフル色素の世界
ほんかん
♪本館W棟4階W４13C号室

小

（土） 9:30～16:30
（日） 13:00～16:30

小

身のまわりの高分子材料
ほんかん

♪本館M棟2階M262C号室

♪中庭駐車場

飛ばせ気球！見つめろ地球！
と ききゅう み ちきゅう

小

なかにわちゅうしゃじょう

（土）（日） 11:00 , 14:00

幼

（日） 9:30～16:30

幼 小

♪本館S棟５階S507D号室

宇治キャンパスお天気探検

生命科学とスパコン

♪総合研究実験棟2階CB206号室

（土）（日）13:00～16:30

幼 小

そうごうけんきゅうじっけんとう

み こうぶんしざいりょう

しきそ せかい

しつ こうぞう み

つく かくゆうごうろ

うじ てんき たんけん

せいめいかがく

ほうしゃせん み
じ さいげんしけん

工作は小学３年生以上

♪宇治おうばくプラザ２階防災研ブース

小

♪材鑑調査室

（土） 10:00～12:00
13:00～16:00

（日） 13:00～16:00

木材の標本展示
ざいかんちょうさしつ

もくざい ひょうほんてんじ

幼 小

（土） 10:00、13:00、15:00
（日） 10:00

幼

ナノファイバーにさわろう！
♪ナノファクトリー

小

地すべり再現試験

♪本館E棟1階E107D号室
ほんかん

小

ぢ さいげんしけん

来て・みて・感じて 水資源
き かん みずしげん

♪本館Ｅ棟１階E114Ｎ号室

9:30～16:30
9:30～16:00

（土）

（日）

小

ほんかん

（土）（日） 13:00～16:30

小

ペーパークラフト地震学

♪本館E棟3階正面玄関
ほんかん しょうめんげんかん

斜面災害をもっと知る
しゃめんさいがい し

♪本館E棟3階特別会議室

幼 小

ほんかん とくべつかいぎしつ

小

ほんかん

海洋化学の最前線

♪本館Ｍ棟２階Ｍ254C号室

※小学生以下は

おとなといっしょに参加ください.

かいようかがく さいぜんせん

（土）（日） 9:30～16:30
※一部要整理券※

整理券配布 午前の部 9時30分～

午後の部 12時00分～

（土）（日） 9:30～16:30

幼 小

（土）（日） 13:00～16:30

宇宙を覗いてみよう
うちゅう のぞ

♪総合研究実験棟4階HW407号室
そうごうけんきゅうじっけんとう

（土） 9:30～16:30
（日） 13:30～16:30

ほんかん

電子顕微鏡で見る原子の世界
でんしけんびきょう み げんし せかい

♪極低温電子顕微鏡棟1階

（土）（日） 13：00～16：30

きょくていおんでんしけんびきょうとう

小

小

身近な食べ物からDNAを取り出そう
ほんかん

みぢか た もの と だ

（土）（日） 9:30～16:30

うじ

じしんがく

（土）（日） 10:00～16:00

（土）（日） 10:00～16:00

小学3年生以上

サバイバルクイズ

♪本館N棟3階N371号室♪本館N棟2階N273E号室

幼


