
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島大学では大学祭期間中に、各学部の特色をいかしたさまざまな企画を

実施しております。 

ぜひ、来て、見て、参加してみませんか。 

 
【司法政策教育研究センター企画】 
㉓無料法律相談 
㉔活動報告パネル発表 
 

【医歯学総合研究科企画】 

㉕医科学専攻（修士課程）案内 

  

 

催し物内容 

【法文学部企画】 
①シェイクスピアかるた大会 
②法文学部教育実践発表会 
 

【教育学部企画】 
③ものづくり教室（空き缶でスターリングエンジン，鋳造にチャレンジ） 
 

【理学部企画】 
④【数理情報科学科企画】 ミステリーアドベンチャー 
⑤【物理科学科企画】 ガリガリトンボを作ろう 
⑥【    〃    】 液体窒素で遊ぼう！ 
⑦【  〃    】 手作りプラネタリウムで天の川を探そう！ 
⑧【生命化学科企画】 Let's try!!自分でつくれる!?石けん＆入浴剤!! 
⑨【  〃    】 スライムでスマイル! 
⑩【  〃    】 インスタ映えする＃キャンドル 

⑪【  〃    】 葉脈しおりをつくろう! 

⑫【地球環境科学科】 葉っぱを銀色にメッキしよう！ 

⑬【  〃    】 干潟って何だろう？干潟について学ぼう!! 

 
【工学部企画】 
⑭ロボットの展示 （機械工学科） 

⑮土木フェスタ in鹿大祭２０１８ （海洋土木工学科） 
⑯情報工学を体験しよう （情報生体システム工学科） 
 

【農学部企画】 
⑰ようこそ☆焼酎発酵・微生物科学コースへ〜焼酎って何？〜 
⑱おいしくて体に良い里芋ができました！鹿児島発の画期的な里芋栽培法につ
いて知ろう！ 
 
【共同獣医学部企画】 
⑲ワンちゃんの介護・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ～よりよい未来のために私たちができること～ 
 
【共通教育センター】 
⑳エコ芋ほり体験をしよう！ 

㉑エコ焼き芋はいかが？ 
㉒エコスイーツってなんぞや 

平成３０年１１月１６日（金）～１８日（日） 

来て、見て、参加して！ 

鹿児島大学 大学祭 学部企画のご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法文学部企画】 
 
①シェイクスピアかるた大会 
学生、一般の方を交えて、１４時から１５時まで、シェイクスピアかるた大会を開催します。なお、
参加された方全員に、参加賞をプレゼントします。 

▼対象：学生、一般市民 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）１４時から開始  
■場所：総合教育研究棟１階１０２講義室 
 
②法文学部教育実践発表会 
鹿大祭にお越しいただいた受験生ならびに本学志願者の父兄の皆様へ、ポスターセッションによ
り法文学部の教育実践の成果を発表させていただきます。法文学部所属のゼミ（研究室）の活動
内容・研究成果や、法文学部の提供する個性的な講義の紹介を行います。鹿大法文学部を受
験希望の方ならびに保護者の皆様はぜひお越しください。 

▼対象：受験生、父兄の皆様 ▼募集人数：３００人程度 
■日時：１７日（土）～1８日（日） 10 時～１７時  
■場所：総合教育研究棟１階ロビー 
 

【教育学部企画】詳細は http://www.edu.kagoshima-u.ac.jp/tech/ 
             （右 QR コードでもアクセスできます） 
③ものづくり教室 
A コース：空き缶でスターリングエンジン 
空き缶を使ったスターリングエンジンを製作します。 
仕組みを学びながら飛び跳ねて動く車で競い合おう。 
B コース：鋳造にチャレンジ 
アルミニウムを材料にものづくり。キーホルダー、ペーパーウエイト、オブジェなど、溶かした金属
を型で固めてきれいに仕上げよう。 
▼対象：中学生 
▼募集人数：A コース：６名/回，B コース：８名/回 （先着 ３回/日） 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～、１３時～、１５時～（各２時間程度） 
■場所：教育学部 実習棟 １階 
 

【理学部企画】 
 
⑫【地球環境科学科企画】 葉っぱを銀色にメッキしよう! 
葉っぱにニッケルメッキを施す。緑色の葉っぱが銀色に変化していく実験で、身近にある
化学を体験しよう!!! 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 ２号館 １ 階 ２１２講義室 
 
⑬【地球環境科学科企画】 干潟って何だろう？干潟について学ぼう!! 
干潟は生態系の中でも特に重要な働きをしています。そんな干潟には、どのような生き物
たちがいるのでしょうか。干潟の世界をのぞいてみよう！ 
世界自然遺産に登録されている屋久島にはどのような植物が生息しているのだろうか。屋
久島の植物も同時に展示しています。 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 ２号館 １ 階 ２１２講義室 
 

【理学部企画】 
 

④【数理情報科学科企画】 ミステリーアドベンチャー 
普通の折り紙とは一味違う曲紙を織りなす不思議な折り紙。 
数学を使えば必ず勝てる!?楽しいゲームもやっています! 
頭を柔らかくして解いてみよう！君は何問正解できるかな？ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １号館 １ 階 １０１講義室 
 
⑤【物理科学科企画】 ガリガリトンボを作ろう 
ギザギザした割り箸をこすると、あら不思議。先に取り付けた羽根が回りだすよ！ 
羽根をデコって、オリジナルのガリガリトンボを作ろう！ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時   
■場所：理学部 １号館 １ 階 １０３講義室 
 
⑥【物理科学科企画】 液体窒素で遊ぼう！ 
超電導体やボール、LED などを-195℃の液体窒素の中に入れ、日常とは異なる磁石の振る舞
いや LED の色の変化などを見てもらいます。 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １号館 １ 階 正面玄関入口前 
 
⑦【物理科学科企画】 手作りプラネタリウムで天の川を探そう！ 
天の川を見たことはありますか？天の川は「夏の夜にしか見られないと思った。」という
声をときどき聞くことがありますが、時間さえ選べば１年中見ることができます。世界に
１つしかない自分だけのプラネタリウムを作って、天の川を探してみましょう！ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １号館 １ 階 １０４講義室 
 
⑧【生命化学科企画】 Let's try!!自分でつくれる!?石けん＆入浴剤!! 
子供「あ、どうしよう．．石けんがなくなっているよ、お母さん！」 
母  「入浴剤も切れているわ！」 
父 「鹿大で作れるらしいよ！とても簡単に、そしてオリジナルのものを！」 
皆も一緒に作ってみよう、待っているよ!! 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 ２号館 １ 階 ２１１講義室 

 

⑨【生命化学科企画】 スライムでスマイル！ 
身近なものを使って簡単にスライムを作って行きます!! 
一緒に「化学」を楽しんでみませんか?? 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 ２号館 １ 階 ２１１講義室 
 
⑩【生命化学科企画】 インスタ映えする＃キャンドル 
好きな色、好きな型、好きな香りを選んで世界に一つだけのキャンドルを作って 
持ち帰ろう！ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：２００名 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 ２号館 １ 階 ２１４講義室 
 
⑪【生命化学科企画】 葉脈しおりをつくろう！ 
葉脈（ようみゃく）とは、葉に栄養を送る通路のことです。葉の葉脈以外を取り除くと、
”葉のガイコツ”のようになります。この葉脈だけの葉をラミネートしてしおりをつくり
ます。みんなでオリジナルしおりをつくろう！ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 ２号館 １ 階 ２１４講義室 
 
 

【工学部企画】 
 

⑭機械工学科 ロボットの展示 
製作中の NHK 学生ロボコン用ロボット、夏ロボで使用したロボットの展示をします。 
大きいロボット、小さいロボットで操縦体験ができるよ。 
▼対象：一般市民、小・中・高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：共通教育棟３号館１階 ３１２講義室 
 
 
⑮海洋土木工学科 土木フェスタｉｎ鹿大祭 2018     
【自然災害に備えよう！】 
 地震、津波、土砂崩れ、液状化などの自然災害のメカニズム、災害に対する備え、防災・減災
対策方法について、実際に使用されている非常食を食べていただきながらパネル、模型を使用
してわかりやすく説明します。地震体験も企画します。 
【土木を身近に！】 
 子どもたちに土木を身近に感じてもらうことを目的として、参加者に建設材料であるセメントを使
って、モルタルのオブジェを作ってもらいます。完成したものはプレゼントします。また、レゴブロッ
クを用いて模型を作ってもらい，構造実験を行います。 
▼対象：一般市民、小・中・高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：理工系総合研究棟前テント および 海洋土木工学科棟 
 
⑯情報生体システム工学科 情報工学を体験しよう 
・Scratch を使ったプログラミング体験 
・HMD（ヘッドマウントディスプレイ）などの機材を用いた仮想世界体験 
・学生が自作した PC ミニゲーム体験 
・情報生体システム工学科渕田研究室の研究紹介、他 
▼対象：一般市民、小・中・高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：共通教育棟３号館１階 ３１３講義室 
 

【農学部企画】 
 
⑰ようこそ☆焼酎発酵・微生物科学コースへ〜焼酎って何？〜 
芋焼酎ができるまでを原料や製造工程を展示・案内します。 
・サツマイモの試食 
・麹，もろみの展示 
・蒸留の展示 
・利き酒（試飲なし） 
▼対象：一般市民 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：北辰蔵 
 
⑱おいしくて体に良い里芋ができました！鹿児島発の画期的な里芋栽培法に
ついて知ろう！ 
南九州が一大産地であるサトイモ。農学部では新しい栽培方法でおいしくて体に良いサトイモ生
産に成功しました。南九州で一丸となって取り組んでいる新栽培法の紹介、従来法との比較展
示、これまで利用されていなかった親芋の新規開発商品などについて展示、紹介します。 
・里芋親芋の新規開発商品の展示、試食 
・新しい栽培方法についてのパネル展示、栽培法の異なる里芋の比較展示 
・子供向け食育活動、大人向けクイズ 
▼対象：一般市民（幼児、小・中・高の児童生徒を含む） ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１６時 
■場所：農・獣医共通棟１階１０５教室 
 

【共同獣医学部企画】 
 
⑲ワンちゃんの介護・リハビリテーション～よりよい未来のために私たちができ
ること～ 
獣医療の発展により、犬の寿命は延長傾向にあり、高齢化が進んできています。それに

伴い、「うちの子も年を取ってきて、歩くのが大変そう」「大型犬で歩けなくなったらど
うしたらいいの？」などといった質問を受けることも多くなりました。そこで今回そうい
ったお悩みを解決するため、当院で行っているリハビリテーションや、自宅でも可能な犬
の介護・リハビリテーションをご紹介いたします。 
※事前申し込みが必要。動物病院（電話 099-285-8750／平日 9 時から 17 時まで）へ 11 月 
16 日(金)までにお申し込みください。 
※ペット同伴不可。 
▼対象：制限なし（小学生以下は保護者同伴） 
▼募集人数：事前申し込み制で先着順。２０－３０人 
■日時：１７日（土）１３：００～ ２－３時間程度 
■場所：附属動物病院小動物診療センター内 
 



 

【医歯学総合研究科企画】 
 
㉕医科学専攻（修士課程）案内 
医科学専攻（修士課程）は、工学・農学・理学・栄養学などの多様なバックグラウンドを持つ学部
卒業生や一般社会人のためのコースです。その特色をポスター掲示及びパンフレット配架により
紹介します。 
▼対象：大学生、一般市民  
▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）１３時～１７時 
■場所：稲盛会館（鹿児島大学秋季オープンキャンパス会場内） 
 

【司法政策教育研究センター企画】 
 
㉓無料法律相談 
本センターの地域貢献の一環として、無料の法律相談を実施する。 
▼対象：一般市民 ▼募集人数：事前予約優先：先着各日３件、計６件を予定 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１５時  
■場所：総合教育研究棟 ７階（司法政策教育研究センター相談室） 
 
㉔活動報告パネル発表 
本センターの組織やメンバーの研究内容について、ポスターセッションによって発表する。 
▼対象：一般市民 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１７日（土）～１８日（日） １０時～１７時   
■場所：総合教育研究棟 １階 北側入口 
 

【共通教育センター企画】 
 
⑳エコ芋ほり体験をしよう！ 
大学内の落ち葉がおいしいサツマイモに！？共通教育科目「環境ビジネス」

の授業では、環境にやさしいビジネスについて学んでいます。肥料は自分たち
で作った腐葉土のみを使用し、除草もすべて手作業で行いました。作り上げた
エコ芋を地域の幼稚園生・小学生を対象に環境教育の一環で芋ほり体験を実
施します！ 
毎年大人気のイベント！美味しい芋ほり体験を大学生のお兄さんお姉さんと

してみないかい？ 
▼対象：幼稚園・小学生（１３時以降は中学生・高校生・大学生も OK） 
▼募集人数：５０組 
■日時：１７日（土）１０時～１５時（雨天の場合は１８日（日）に延期） 
■場所：郡元キャパス内農学部附属農場にて受け付け、その場で芋ほり実施 
■料金：２株２００円（２種類のサツマイモ、芋の大きさ・量に偏りが生じます） 
 
㉑エコ焼き芋はいかが？ 
芋ほり体験と同じく自分たちで作ったエコ芋を、焼き芋にして販売します。オレ

ンジかかったかわいい隼人いもとみんな大好き安納いものセットです。どちらも
おいしく出来上がりました！食べ比べてみてはいかがでしょうか？ 
 販売は芋がなくなり次第終了となります。一日目で売り切れることもあるので
購入はお早めに！ 
▼対象：制限なし（芋が無くなるまで） 
■日時：１７日（土）～１８日（日）９時～１６時（なくなり次第終了） 
■場所：法文学部１号館前駐車場 
■値段：お得セット：２００円、通常セット：１００円 
 
㉒エコスイーツってなんぞや 
 生ごみをスイーツにアップサイクルし、市民を主体とした楽しい環境活動を創
造しよう、そんな想いから生まれたプロジェクトをパネルで紹介します。2018 年
度は 8 周年にあたり、全国的な環境賞を複数回受賞している活動です。ダンボ
ールコンポスターの展示、即席説明会も実施します。 
▼対象：制限なし 
■日時：１７日（土）〜１８日（日）１３時〜１６時 
■場所：共通教育棟３号館１階３１４号教室 
 


