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主催：国立大学法人名古屋大学　共催：愛知県　協力：あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク
後援：中京テレビ放送、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、蒲郡市教育委員会、豊橋市教育委員会、国立研究開発法人 科学技術振興機構、全国科学博物館協議会（予定）
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第 1回目 13:30～、第2回目15:00～

●問合先  MieMu（みえむ）：三重県総合博物館　
電話 059-228-2283　MieMu@pref.mie.jp

●問合先 トヨタ産業技術記念館　
電話 052-551-6115 http://www.tcmit.org/

●問合先  名古屋市科学館　電話 052-201-4486
●問合先  大垣市文化事業団　電話 0584-82-2310
http://www.og-bunka.or.jp/

●問合先  あいち産業科学技術総合センター
産業技術センター 総合技術支援･人材育成室
電話 0566-24-1841

●問合先 愛知こどもの国 電話0563-62-4151
http://www.kodomo-aichi.jp/

●問合先 名古屋市東山植物園　
電話 052-782-2111　

●問合先 蒲郡市生命の海科学館 
電話 0533-66-1717

●問合先 豊橋市自然史博物館  電話 0532-41-4747

●問合先 名古屋市鶴舞中央図書館奉仕
第二係 電話 052-741-9822

●問合先 名古屋工業大学技術部 
電話 052-735-7582  mono@tech.nitech.ac.jp

● 問合先 名古屋市立大学 学術課　
ひらめき担当  電話 052-853-8308　
kokaikoza@sec.nagoya-cu.ac.jp

● 問合先 名古屋大学 学術研究・産学官連
携推進本部 電話 052-747-6527　
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/mcafe/

● 問合先 名古屋大学 学術研究・産学官連
携推進本部 電話 052-747-6527　
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/public/mcafe/

●問合先 豊橋技術科学大学 総務課広報係　
電話 0532-44-6506 kouho@office.tut.ac.jp

あんな虫、こんな虫、そんな虫
～身近な小さな生きものたち～

錯覚体験
ふしぎワールド！

みどぽん
ロケットを飛ばそう

キッズ
ボタニカル・ラボ

講演会　
はやぶさ２：
宇宙に生命の材料を探して

昆虫･ふしぎ発見！　
木の中のキノコ栽培と子育て

天空を制した
巨大翼竜と鳥たち

第 15 回 
ものづくりに挑戦！

第 59 回　名大カフェ
"Science, and Me " 

名市大　ひらめき☆
ときめきサイエンス

第 60 回　名大カフェ
"Science, and Me " 

その学習法、大丈夫？

子どもの看護～看護体験を通して
子どもへの支援を考えよう！～ 豊橋技術科学大学

オープンキャンパス

ナノテクがあなたを救う
～未然に病気をふせぐ最先端の健康診断～

みんなの科学教室

plaplax（プラプラックス）

イマジネイチャー　
～原風景のスケッチ～

科学技術映画上映会 2015　
－映像で辿るニッポンのモノづくり－

●事前申込制
（WEB)、 先着順

●事前申込制
（WEB)、 先着順

●事前申込制
（WEB)、 先着順

●申込不要、
当日先着順

●事前申込制
（WEB）、先着順

●事前申込制 (WEB 等 )、
7/20(金 )〆切、応募多数の場合抽選。

●事前申込制 (WEB 等 )、
7/29(水 )〆切、応募多数の場合抽選。

●対象 子ども～おとな

●対象 子ども～おとな

●対象 小学生、親子

●対象 子ども～おとな

●対象 子ども～おとな

●申込不要

●申込不要

●申込不要

●申込不要

●申込不要

●申込不要

●申込不要

色、形、大きさや生態など、昆虫の多様な世界を紹
介します。

科学技術を楽しみながら学べる様々なイベ
ントを実施します。小中学生や保護者をは
じめ、どなたでも参加できます。

高度成長時代から現代までの種々な分野におけるモノ
づくり技術を映像で紹介。日本の高い技術力を実感く
ださい。

人間の『五感』から生じる錯覚という、身近で不思
議な現象を、科学的見地からなぞ解きます。

夏休み恒例、親子で楽しめる体験型展覧会。アートユ
ニット・プラプラックスが生み出すインタラクティブ
なメディアアートを楽しもう。

ペットボトルロケットを作って飛ばします。
ロケットの仕組みや、良く飛ばす工夫を学
びます。

単語を覚えたり文章を理解するときの効果的
学習法を心理学で検証します。
講師：清河幸子（名古屋大学准教授）

看護師がどのように子どもの看護を行なって
いるか、見学や体験を通して学びます。 研究室・施設公開や、小学生向け体験学習

教室など、楽しい企画をご用意しています。

約 300 点の剥製、骨格標本で鳥たちを様々な角度か
ら紹介します。

木に穴をほって生活している「キクイムシ」
のお話を聞いて、巣の様子を観察します。
講師：梶村恒（名古屋大学准教授）

生命の源を探す「小惑星探査機はやぶさ２」
の試みについてご紹介します。　
講師：藪田ひかる（大阪大学助教）

中学生のみなさん、大学の実験や実習を一足
早く体験してみませんか？「硬い水、軟らか
い水！？」など 9テーマをご用意。

講義とナノテク遺伝子実験など。
講師：馬場嘉信（名古屋大学教授）
　　　岡弘章（パナソニック（株））

大学の研究者と植物に関する実験をしましょう。
講師：瀬上紹嗣（名古屋大学特任助教）

●会場  MieMu（みえむ）三重県総合博物館 企画
展示室

●会場 あいち産業科学技術総合センター産業
技術センター（刈谷市）

●会場  大垣市スイトピアセンターアートギャラリー
（学習館 1階）

●会場 愛知こどもの国中央広場　
中央管理棟内多目的ホール

●対象 親子（幼児～）

●対象 小学 3～ 6年 20名 ●対象 中学生～おとな ●対象 子ども～おとな

●対象 子ども～おとな

●対象 主に中高生 40 名

●対象 高校生 20 名

●対象 中高生20名
●対象 小学 3年～中学 3年  15 名

●対象 中学生

●会場 三井住友銀行  SMBC  パーク 栄
　　　

●会場 名古屋市立大学桜山キャンパス
看護学部棟および名古屋市立大学病院

●会場 蒲郡市生命の海科学館
　　　

●会場 名古屋大学東山キャンパス  NIC
　

●会場 豊橋技術科学大学
　　　

●会場 豊橋市自然史博物館
　　　

●会場 東山動植物園 植物会館1階研修室
　　　

●会場 名古屋市鶴舞中央図書館 第一集会室
　　　

●会場 名古屋工業大学

●会場 トヨタ産業技術記念館 特設会場（ホール A）

●会場 名古屋市科学館 理工館地下 2階イベント
ホールお問い

合わせ

サイエンスと
ものづくりの
イベント

いっぱい！

●事前申込制（窓口等）、
7/18(土 )～受付開始。先着順

第 7 回企画展

平成 27 年度

特別企画展

錯視画像ｃAkiyoshi Kitaoka

詳しい申込方法等は、
WEB でご確認下さい。

～




