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 かいじょう

［会場］
   とうきょうりかだいがく　　　かつしか

東京理科大学 葛飾キャンパス ( 葛飾区新宿 6-3-1 )
   としょかん　　　  かい　　　 かつしかく  　 みらい                              かん　　　　　　　　　　

図書館 3 階・葛飾区未来わくわく館

    
     　  と　　  あ            さき　　　　　     がつ           にち　    きん     　　     じ

[ お問い合わせ先 ]   ※6 月 21 日 ( 金 )17 時まで
みらい研究室実行委員会  E-mail: miraiken@ed.tus.ac.jp
東京理科大学広報部広報課 TEL : 03-5228-8107

  じぜん    もう         こ　　　　ふよう

事前申し込み不要
ちょくせつかいじょう       

直接会場へ
　

     　こ            
            

            
      

お越しください︕

     　　 　さんかひ  　 むりょう

 ★参加費無料 &

                                　けんきゅうしつじっこういいんかい　 こうしきほーむぺーじ

みらい研究室実行委員会公式 HP

                　　 こうしきほーむぺーじ　　      

★イベント公式 HP はこちら︕

URL︓（https://miraiken.github.io/web/index.html）

アクセス
  ま
待ってます！

        こうえん　      かつしかく　　　　 かつしかく    きょういくいいんかい

[ 後援 ]  葛飾区・葛飾区教育委員会

[ アクセス ]
じぇいあーるじょうばんせん　とうきょう　　　　　　　　 ちよだせん　　　　　かなまち          えき

JR 常磐線（東京メトロ千代田線） 『金町』駅 
   けいせいかなまちせん　　　けいせいかまなち　　　 えき　　　  　　 とほ      やく　    ふん

京成金町線『京成金町』駅から 徒歩約８分　
    
       しゅさい　       とうきょうりか だいがく

[ 主催 ]  東京理科大学
       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

[ 運営 ]  学生団体 みらい研究室実行委員会

[ キャンパスマップ ]

　  しゅうへんちず

[ 周辺地図 ]

　  にちじ

［日時］

2019   6   22
                23 

                    　　　　   ねん             がつ　　                にち　　  ど　　　 ごぜん　　　 　 じ　　　　ごご　　　　じ     うけつけしゅうりょう　     ごご　　　   じ　　　　　ぷん

                年      月　       日 ( 土 ) 午前 10 時～午後 5 時 （受付終了︓午後 4 時 3０分）
                                                                                 にち　　 にち        ごぜん　　　  　じ            ごご            じ      うけつけしゅうりょう      ごご　  　　  じ

                                      日 ( 日 ) 午前 10 時～午後 4 時 （受付終了︓午後 3 時）

かがく　　　　　　　 

科学へのトビラとは︖
しょうがくせいとう      かがく　　 たの　　　　　　 つた

 小学生等に科学の楽しさを伝えたいという 
  おも　　　　むね　　　　 とうきょうりかだいがく        がくせい　　あつ

 想いを胸に、東京理科大学の学生が集まり
 　　　　　　  　  ねん            まいとしかいさい

 ２００６年から毎年開催している
  かがくたいけん

 科学体験イベントです。 くわ　　　　　 　  うらめん

詳しくは裏面へ︕

　 りかだいせい　　　　       かがくたいけん　　
～理科大生による科学体験イベント～ 

 いま　　　　　　　　　　　　　　　  じょうほう

今までのイベント情報や、
さいしんじょうほう                    こうかいちゅう

最新情報まで公開中！

研究棟

講義棟管理棟
図書館
（３階 ）

体育館

ローソン●
エントランス
        広場 ● 

会場へ

未来
わくわく館
（１階 ）

　　ちゅうしゃじょう   

※駐車場はございません。
こうきょう こうつう きかん　　　　　　 りよう　　　

公共交通機関のご利用を
  ねが

お願いいたします。



きかくしょうかい

企画紹介

　     ざいりょう  な                  しだいしゅうり ょう　　　　　　 　　　　　   　　　　　　　　　　                 　    きかくないよう　 　   よてい　　　　　　　　      よこく　　　      へんこう

※ 材料が無くなり次第終了となるブースもあります。また企画内容は予定であり、予告なく変更することがあります。
　    じっけんたいけんふうけい　　　　　　しゃしん     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうほうかつどう　　  しよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 りょうしょう

※ 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。
        こんざつじ　　　　   あんぜんかくほ                        にゅうじょうきせい           ばあい    

※ 混雑時には安全確保のため、入場規制する場合もあります。

ちきゅうかがくけんきゅうぶ

 地球科学研究部
 ちきゅう　　 えんじょい

『地球を ENJOY!』
　  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

えあーくらふと   めーかーず

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
     　じんりきひこうき　そうじゅう
2. 人力飛行機を操縦してみよう
　　 じんりきひこうき　　　　　　　  し
3. 人力飛行機のことを知ろう

   にぶかがくけんきゅうぶ

 Ⅱ部化学研究部
 たの　　　 まな　　　 かがく　　　ふしぎ

『楽しく学ぼう化学の不思議』
     にゅうよくざい
1. 入浴剤
2. スーパーボール

!＋－
    いちぶ　　にぶ すうがくけんきゅうぶ

 Ⅰ部・Ⅱ部数学研究部
   

『さんすうをたのしもう !』
　  　　　　　　　 けいさん
1. 100 マス計算
     　　　　　 ぼう
2. マッチ棒パズル
　　 すうり
3. 数理マジック
　　 すうり
4. 数理パズル

  いちぶかがくけんきゅうぶ

 Ⅰ部化学研究部
   み          さわ　　　 かがくじっけん

『見る ! 触る︕化学実験』
　  
1. ダイラタンシー
     しんどうはんのう
2. 振動反応
　  はっこう         えきたい
3. 発光する液体

  いちぶむせんけんきゅうぶ

 Ⅰ部無線研究部
 　　　　　　　　　ふ　　  あ

『ロボットと触れ合おう︕』
　   だい      　かい
1. 第１７回ニソコン
　　　　　　　　　　　ふ　　 あ
2. ロボットに触れ合おう︕
　　 ろぼっと　　 うぉーず
3.ROBOT WARS ２０１９

 りこうがくぶかがくけんきゅうかい

 理工学部化学研究会
   みぢか     かがくたいけん

『身近な化学体験』
　  　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︕
　　 　　　　　　　　 つく
3. スライムを作ってみよう︕

　　 　　　　　　　　   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
せいりけん

せいりけん

  　  はいふじかん　　　　　　　　じ　　　　　　　　　   じ

・配布時間： ①  １０時～／②  １２時～
　  はいふばしょ         としょかん　　　　　　 としょかんさんかい

・配布場所： 図書館ホール（図書館３階）
　        せいりけん　      せんちゃくじゅん

※整理券は先着順です

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＝︖』
　  　　　  くずねんど
1. おが屑粘土︕もくねんさん
        き
2. 消えるインク︕フリクション
　　なに　　　　　　　　  ぶんぐけん
3. 何しているの文具研 ink

 いちぶせいぶつけんきゅうぶ

 Ⅰ部生物研究部
　　　　　　　　　  せいぶつたんさき

『ココくんの生物探査記』
　  ちょうみっちゃく

1. 超密着リカダイアニマルズ
     ひかりしょくばい        たいようでんち           つく

2. 光触媒で太陽電池を作ろう︕︕
　   くすり　　　　　　　　　　　　　　　　　 つく

3. 薬 ( ペニシリン ) を作ろう︕︕

せいりけん

せいりけん

せいりけん

せいりけん

 サイエンスコミュニケーションサークル
                                                                        ちびらぼ
                                        chibi lab.

  てんき　　 おんど

『天気と温度』
　   くも　 つく
1. 雲を作ろう︕
     　　　　　　　 おんどけい     つく
2. カラフル温度計を作ろう︕

せいりけん

せいりけん

　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         

　 みち            そうぐう　　ほし　　　  であ   

『未知との遭遇 ～星との出逢い～ 』

　  　　　　　　　　　　　　じょうえい
1. プラネタリウム上映
      しゃしんてんじ
2. 写真展示
　　 てづく　　　　
3. 手作りプラネタリウム
　　 わくせいもけいてんじ
4. 惑星模型展示

せいりけん

せいりけん

せいりけん

せいりけん

きかいこうがくけんきゅうかい

 機械工学研究会
   ふぉーみゅら　　れーしんぐ

『Formula Racing』
　  　　　　　　　　　　　   　　 の
1. レーシングカーに乗ってみよう︕
       じぶん                                                       つく
2. 自分だけのレーシングカーを作ってみよう︕ せいりけん

せいりけん

せいりけん

せいりけん

   い     もの　   ひみつ　　 と    　あ

『生き物の秘密を解き明かそう︕』
  にぶせいぶつけんきゅうぶ

 Ⅱ部生物研究部

　   せいたいてんじ
1. 生態展示
       かせき                              つく
2. 化石のレプリカを作ろう

※6/23( 日 ) のみ開催

 　　　  だんたい                                        しゅってん

１５団体・１３ブースが出展︕
 わたし　　　とうきょうりかだいがく　　　がくせい　　いっしょ

私たち東京理科大学の学生と一緒に
 かがく　　　せかい　　  たの　　　　たいけん

科学の世界を楽しく体験しませんか︖
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