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ベビーカー置場
■休憩室

教室棟4Ｆ403教室です。ごゆっくりおくつろぎください。
また、ベビーカーを預けるスペースもご用意しております。

■ベビーカー置場

1Ｆエスカレーター下、教室棟4F403教室です。
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❶ 交流棟6F大講義室

❷ 交流棟3Fカフェテリア
クリスマス ワンコインランチ

「米村でんじろう」プロデュース

サイエンスショー

現在、サイエンスプロデューサーとして
サイエンスショーや実験教室などで活
躍中の米村でんじろう氏プロデュース
のサイエンスショーを開催。
米村でんじろうサイエンスプロダクショ
ン所属のサイエンスエンターテイナー
をお迎えして不思議の世界を魅力いっ
ぱいにお届けします。

★ハッシュドビーフ
オムライスセット

中庭の階段にカラフルなタイ
ルを貼って、大きな絵を描い
てみました。遠くから眺めた
り、登って楽しんでください！

★醤油ラーメンセット

橋の構造を理解しよう
「ペーパークラフト」
橋のペーパークラフトを作りながら橋の構造
（仕組み）を体験してみましょう。
作り方はとっても簡単、だれでも「あっ」とい
う間に出来上がり！

10：00〜16：00

SCSK（株）

（株）マルハニチロホールディングス

おもちゃ病院
オリジナル缶詰づくり
【CAMP】
うごくおもちゃをつくってみよう！ こわれてしまったおもちゃを、お医者さんにな 未来の自分やプレゼントする人へ手紙を書い
小さなコンピューター「クリケット」と身のま
わりの素材を使ってオリジナルの動くおも
ちゃを作ります。※クリケット、モーター類以外の

おしてもらおう！受付は15:00までとなります。
※ 故 障 の 程 度によ
り、お預かりする

作品はお持ち帰りいただけます。
（対象年齢小学

ことや、修理材料

生以上。保護者の方にサポートいただける場合は5

が実費負担となる

歳以上のお子さんにも体験いただけます）

場合があります。

て缶に詰めます。パッケージラベルもオリジナ
ル。缶詰の仕組みを学びながら世界にひとつ
だけの缶詰を作ります。
クリスマスプレゼントに
もぴったりです。

!!!

クリスマスケーキ
各税込２１０円

※写真は昨年度のものです。
★ティラミス

裏

★ミルクレープ

アンティーク玩具はお取り扱いできません。

ニチレイマグネット（株）

NECソフト（株）

おいしい

よ

ラベンダーのしおりを作ろう！ がすてなーに
ロボットとお話ししてみよう！ ガスの科学館
スライムがあらわれた！
！
きれいなレース模様のペー
パーを使って、ラベンダーの
香りのするしおり作りが体
（材料費：100円）
験できます。
かわいい「コミュニケーショ
ンロボットPaPeRo」もお待
ちしています、一緒にお話し
てみましょう！

❽ ロボット工作教室＆展示

❾ 模型ヒコーキとあそぼ

芝浦工大文化会ロボット遊交部からくり

芝浦工大文化会 Team Birdman Trial

オレンジのつなぎを着たお兄さんたちと一緒に、
オリジナルのロボットを作ろう！今年は簡単な2
足歩行ロボットを作る予定だよ。工作教室の他に
も、楽しく遊べる展示品が盛りだくさん！お友達
も誘ってぜひ遊びに来てね。
（工作教室は有料です）

今年の鳥人間コンテストで実際に飛んだ機体の
ミニチュア模型展示を行っています。私たちの活
動を知っていただけるように写真・パネル展示、
実際飛んだ機体の一部も展示します。また、割り
箸を使った簡単な飛行機製作も行う予定です。

❿ 折り紙教室＆ 廃材を使ってコースター、

⓫ ロボットバトル体験

芝浦工大の手先の器用なお兄さんが折り紙のレクチャーを行います！
ほかにも色とりどりのLANケーブルを使ってバッジやコースターもつくるよ！
持ち帰ってみんなにじま
んしようヽ(=´▽̀=)ノ

芝浦工業大学オリジナルロボットをそうさして、
ロボットバトルをしよう。
ボクサーやビートル、タスカーといった、いろんな
ロボットがあるよ。
そのほか、大学生がつくったロボットの実演など
も行ないます。

⓬ 飛べ！手作りスーパー紙飛行機

⓭ クリスマス マジックショー

デザイン工学科

芝浦工大生涯学習センター

バッジを作ろう！

芝浦工大入試課

魔法使いＫＯＪ
Ｉ

「魔法つかいのショー＆かんたん魔法ゲット！」

「ものづくり」を勉強する芝浦工業大学で工作体
験をしてみよう。
作るのはハサミとホチキスだけで完成するスー
パー紙ひこうき。
上手に作ると、
２０メートル以上飛んじゃいます！

魔法つかいKOJIのマジックを目の前で見るチャ
ンスです！誰にでもできるカンタン魔法の解説も
あります。遠くでお見せするだけでなく、皆さん
に囲まれて行う魔法もあるので、ぜひ魔法空間
を体験しに来てください☆
■10：30〜／12：00〜／14：00〜／15：00〜

⓯ 免震層見学ツアー

ネバネバ？プルプル！ふしぎな液体をまぜ合わ
せてスライムを作ってみよう！
（対象年齢幼児〜中学生 ※幼児の方は保護者
同伴でお願いします）

豊洲キャンパス地下探検隊

マジックバルーン教室」

食べる

★クリスマスビーフカツセット

ワンコインランチ
各税込５００円

大階段デコレーション！

第7回大学開放DAY!リーフレット

体験する

なお、ゲーム機・

★クリスマスチキンステーキセット ★カツカレーセット

❸ 屋外（大階段）

＃749662

つくる

❺ 教室棟1Fテクノプラザ
11:00〜15:00

鉄道研究会では、プラレール・Nゲージなどの走
行展示や、会員が撮影した鉄道写真の展示など
を行っています。また、運転体験コーナーでは、
実際にNゲージを運転することができます。例年
通り、大規模な展示を行っていますので、ぜひお
立ち寄り下さい。

宝興産株式会社

（株）IHI

全５種類のワンコインランチ（税込５００円）とクリスマスケーキ（ティラミス、ミルクレープ
各税込２１０円）をご用意しています。ぜひご利用ください。
※２階生協ショップもご利用可能です。

【1 回目】11:00〜12:00
【2 回目】14:30〜15:30

聞く

〜FM芝屋と愉快ななかまたち〜

FM芝屋ではラジオの公開生放送を行います。今
回はクリスマスにちなんだ放送内容を予定して
います。お便りや、曲のリクエストなどあなたの
「声」をお待ちしています。普段ラジオを聞かな
い人でも気軽に番組に参加してください。

⓮「バルーンアートに挑戦しよう！

■アイコンの種類
見る

芝浦工大文化系サークル鉄道研究会

地震に強い芝浦工業大学。その秘密はキャンパ
スの地下にあった！建物地下の免震装置を公開し
ます。
豊洲キャンパス地下探検隊、いざ出発！
■10:30〜／11:30〜／13:00〜／14:00〜
15:00〜 各回30分

⓰ 中高生による実験教室

⓰ 中学生の教える実験教室

芝浦工業大学の併設校の「芝浦工業大学中学・高
等学校」
（男子校・板橋区）です。
９月に行われた
文化祭で好評だった実験を本校の理科部の生徒
が演示します。皆さんに体験してもらうような実
験もします。会場にて本校の学校案内を配布し
ます。

芝浦工業大学の併設校「芝浦工業大学柏中学高
等学校」です。
柏中学校のお兄さん、お姉さんたちが立体万華
鏡、スライム、竜巻の発生などの工作、実験を優
しく説明しながら、いっしょに行ってくれます。

芝浦工大中学高等学校

芝浦工大柏中学高等学校

NPO法人サイクルリング

マグネクラフト
おもしろいゾ！
芝浦工大型貯金箱製作！
！ ブラインドキックボウリング
自分で色を塗って組み立てるオリジナルペー
パークラフトに、マグネットを使ってひと工夫。
芝浦工大型貯金箱（ほか列車・バスなど）を作
ろう！
！
（対象年齢6歳以上）

細長い風船をふくらませて、ひねって、作品を作
るバルーンアート。
むずかしそうに見えますが、コツをつかめば、簡
単に作ることが出来ます。
当日は、プロの講師やスタッフが、そのコツを教えちゃいます！
■10：30〜11：10／11：30〜12：10／13：00〜13：40／14：00〜14：40〜／15：00〜15：40

ブラインドキックボウリング
は、サッカーのＰＫ戦とボウ
リングが合体した、おもしろ
スポーツ。
ボールをキックするときは、
アイマスクで目かくしして
チャレンジ！小さい子どもか
らお年寄りまで、だれでも
気軽に楽しめるよ。

NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク

! インフォメーション

⓱ マリンバって何？

聞いて、見て、参加して、楽しもう！

2台のマリンバ（大きな木琴）によるコンサート。ボ
ディパーカッションと手作りマラカスで参加する
コーナーもあるよ！コンサートの間にはマリンバの
体験ができるかも。最後はマリンバの解体ショーも
披露します。
【コ ン サ ート 】10：20〜11：00／13：30〜14：10
【マリンバ体験】11：00〜11：30／14：10〜15：50

出演：浜まゆみ、金丸寛

おとしものをした、拾った、お子さま
が迷子になってしまったなど、お困り
の方は２階インフォメーションまでお
問い合わせください。

おとしもの

