
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 
㉔無料法律相談 
㉕活動報告パネル発表 
㉖臨床法学リカレントセミナー「“これからの民法”論点と課題」 
 

【医歯学総合研究科企画】 

㉗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共通教育「環境ビジネス」受講生によるエコ芋掘り体験 
③共通教育「環境ビジネス」受講生によるエコ焼き芋販売 
④法文学部教育実践発表会 
 

【教育学部企画】 
➄ものづくり教室（からくり製作，鋳造にチャレンジ） 
 

【理学部企画】 
⑥【数理情報科学科企画】 作って遊ぼう♪☆数学おもちゃ工房☆ 
⑦【物理科学科企画】 宇宙フレンズ 
⑧【    〃    】 風車銀河の風車を作ろう！ 
⑨【  〃    】 手作り分光器をつくろう！ 
⑩【  〃    】 リニアモーターカーを走らせよう! 
⑪【  〃    】 液体窒素で遊ぼう 
⑫【  〃    】 動くスライムを作ろう!! 
⑬【生命化学科企画】 Let's make 石けん＆入浴剤！！ 
⑭【  〃    】 ポップでカラフルなタイルキャンドルをつくろう！ 

～Wow! Fantastic Candle☺～ 
⑮【  〃    】 スライムでスマイル！！ 

⑯【地球環境科学科】 木の葉のメッキをしよう！ 

⑰【  〃    】 地味にスゴイ！干潟を学ぼう 

 
【工学部企画】 
⑱ロボットの展示 （機械工学科） 

⑲土木フェスタ in 鹿大祭２０１７ （海洋土木工学科） 
⑳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】 
㉑ようこそ☆焼酎学コースへ〜焼酎って何？〜 
 
【水産学部企画】 
㉒かごしまのおさかなたち 
 
【共同獣医学部企画】 
㉓ワンダフルライフを楽しもう！子犬のしつけ方教室 

 

平成２９年１１月１０日（金）～１２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、
小学生、中学生には、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：１１日（土）１４時から開始  
■場所：総合教育研究棟１階１０２室 
 
②共通教育「環境ビジネス」受講生によるエコ芋掘り体験 
郡元キャンパスで芋掘りしない？ ９～１１時は鹿大生を対象に、１３時～は高校生以下を対象
に実施します。キャンパス内で食品残さを循環させました。サツマイモがなくなり次第終了、当日
受付のみです。毎年大人気のイベントで、１株１００円、状況によりますが株数は制限しない予定
です。 
▼対象：時間により鹿大生、高校生以下に限定▼募集人数：２００株程度用意しました 
■日時：1１日（土） ９～１１時、１３時～（雨天の場合は１２日（日）に実施） 
■場所：農学部附属農場にて受付、芋掘り実施 
 
③共通教育「環境ビジネス」受講生によるエコ焼き芋販売 
エコ芋掘りだけじゃない！ 事前に収穫し熟成させた安納芋、紅さつま、パープルスイートロード
を焼き芋にするよ。エコたい肥を使って栽培した美味しい秋の味覚を一緒に味わおう。 
▼対象：制限無し ▼募集人数：芋がなくなるまで 
■日時：1１日（土）〜1２日（日） ９時〜1７時（なくなり次第終了） 
■場所：法文学部 1 号館前駐車場 
 
④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保護者の皆様へ、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、保護者の皆様 ▼募集人数：３００人程度 
■日時：１１日（土）～１２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】 
 
➄ものづくり教室 
A コース：からくり製作 
厚紙を使った簡単なものづくりです。オリジナルのからくりを作りましょう。 
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：４名/回 （先着 ３回/日） 
■日時：１１日（土）～１２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【物理科学科企画】 動くスライムを作ろう!! 
・スライム作りを体験しよう！ 
･磁石と砂鉄が反応して動くことを体験しよう！ 
 ▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：一回あたり 10 名 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １ 号館 １ 階 ロビー 

 
⑬【生命化学科企画】 Let's make 石けん＆入浴剤！！ 
セッケンと入浴剤、つくりませんか？ 
世界に１つだけの形・・・ 
使ってもよし、飾ってもよし。 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部２号館 １階 ２１１講義室 

 

⑭【生命化学科企画】ポップでカラフルなタイルキャンドルをつくろう！
～Wow! Fantastic Candle☺～ 

色のついたタイル状にカットしたキャンドルを飾りとし、自分だけのオリジナルキャンド

ルを作ってもらう！ 作ったキャンドルは持ち帰ることができる！ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：100 名 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 2 号館 1 階 ２１１講義室 
 
⑮【生命化学科企画】 スライムでスマイル！！ 
化学反応を起こしてスライムを作ってみよう！ 
いろんな色のスライムが作れる／はかって混ぜるだけで簡単に作れる 
さわって不思議なスライムで遊んで楽しもう！ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 2 号館 1 階 ２１１講義室 
 
 
⑯【地球環境科学科】 木の葉のメッキをしよう！ 
無電解メッキという方法で木の葉の表面をニッケルの金属膜でメッキする実験を行いま
す。参加される方に無電解メッキを体験してもらい、メッキした木の葉をお土産として持
ち帰ることができるようにシャーレに入れるようにします。 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：250 名 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 2 号館 1 階 ２１２講義室 
 
⑰【地球環境科学科】 地味にスゴイ！干潟を学ぼう 
干潟ってどんなところか知っていますか?潮干狩りだけじゃないんです。干潟の生き物に
ふれながら、知っているようで知らない干潟の魅力を楽しく学んでみませんか？ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２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】 
 

⑥【数理情報科学科企画】 作って遊ぼう♪☆数学おもちゃ工房☆ 
身近な道具で作れる”カンタン・面白い・ふしぎ”なおもちゃの世界へご案内！ 
パズルや折り紙…君はいくつできるかな！？ 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １ 号館 １ 階 １０４講義室 
 
⑦【物理科学科企画】 宇宙フレンズ 

天文学を学んでいる学生が、一般の方にも分かりやすいようにコンピューターグラフィ
クスやシミュレーターを使って、最先端の研究や宇宙に関する講演会を行うよ!  

この講演会を聞いたら、もう君も天文学が得意なフレンズだね! 
▼対象：小･中･高の児童生徒、一般市民 ▼募集人数：各回 40 名程度まで 
■日時：１１日（土）10:30～、14:00～ １２日（日）10:30～、14:00～   
■場所：理学部 １ 号館 １ 階 １０３講義室 
 
⑧【物理科学科企画】 風車銀河の風車を作ろう！ 
私たちが暮らしている天の川銀河の外にも沢山の銀河があります。風車銀河と呼ばれる銀
河の写真を使って風車の工作をし、みんなで遊んでみましょう。 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １ 号館 １ 階 １０２講義室 
 
⑨【物理科学科企画】 手作り分光器をつくろう！ 

天文学では光を分けて星の性質を調べています。 

身近にあるものを使って光を分け、見た目だけでは分からない様々な光を仲間分けしよ

う！見て楽しめる天文学をあなたに。 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：各日１００名 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １ 号館 １ 階 １０1 講義室 
 
⑩【物理科学科企画】 リニアモーターカーを走らせよう! 
磁石で浮いて、磁力で走る！ 
リニアモーターカーのミニモデルを走らせます！ 
リニアモーターカーの仕組みや磁石の持つ不思議な力について知ろう! 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限なし 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １ 号館 １ 階 101 講義室 

 

⑪【物理科学科企画】 液体窒素で遊ぼう 
液体窒素を使った実験。 
身近にあるものを-１９５℃で冷やしてみよう。 
▼対象：一般市民、小･中･高の児童生徒 ▼募集人数：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：理学部 １ 号館 正面玄関入口前 
 
 

【工学部企画】
 

⑱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：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所：共通教育棟３号館１階 ３１２講義室 
 
 
⑲海洋土木工学科 土木フェスタｉｎ鹿大祭 2017     
【自然災害に備えよう！】 
 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。 
【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。完成したオブジェは記念として持ち帰ることもでき
ます。最後に参加者へ土木に関する簡単なアンケート調査を行います。 
▼対象：一般市民、小・中・高の児童生徒 ▼募集人数：制限無し 
■日時： １１日（土）～１２日（日） １０時～１６時 
■場所： 理工系総合研究棟前 
 
⑳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での研究紹介、他 

▼対象：一般市民、小・中・高の児童生徒 ▼募集人数：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２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】 
 
㉑ようこそ☆焼酎学コースへ〜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：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２日（日） 10 時～１６時 
■場所：北辰蔵 



 

【医歯学総合研究科企画】 
 
㉗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：１１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） 
 

【共同獣医学部企画】 
 
㉓ワンダフルライフを楽しもう！子犬のしつけ方教室 
「わんちゃんと一緒により幸せな暮らしをするにはどうしたらいい？」 
わんちゃんとの楽しい生活を送るために、わんちゃんと一緒にトレーニングしてみません
か？ 
※犬同伴でお越しください（対象：年齢 4 ヶ月から 1 歳程度までで，ワクチン接種が完全
に終了している健康なわんちゃん）。 
※事前登録が必要。動物病院（電話 099-285-8750／平日 9 時から 17 時まで）へ 11 月 10 日
(金)までにお申し込みください。 
▼対象：一般市民（小学生以下は参加できません） 
▼募集人数：事前登録が必要。午前・午後の各回 5 組限定（1 組につき犬 1 頭） 
■日時：１１日（土）～１２日（日） 午前の回：11:00-12:00，午後の回：14:00-15:00 
■場所：附属動物病院待合スペース 
 

【司法政策教育研究センター企画】 
 
㉔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：１１日（土）～１２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） 
 
㉕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：制限無し 
■日時：１１日（土）～１２日（日） １０時～１７時   
■場所：総合教育研究棟 １階 北側入口 
 
㉖臨床法学リカレントセミナー「“これからの民法”論点と課題」 
本センターの活動の一端をより広く知ってもらうことを目的に、民法分野の先端の論点や
課題についての情報を発信するセミナー。 
▼対象：法律専門職ほか法実務や理論に強い関心のある方を想定 
▼募集人数：事前申込者優先３０名程度（当センターHP や FB をご参照ください。） 
■日時：１１日（土） １３時～１７時  
■場所：総合教育研究棟 ３階 セミナー室１／セミナー室２ 
 

【水産学部企画】 
 
㉒かごしまのおさかなたち 
鹿児島市近隣の海辺から採取した生きものを水槽展示します。 
海の生きもののすがた・かたちをご覧ください。 
 
▼対象：制限なし ▼募集人数：制限なし 
■日時：１１日（土）～１２日（日）１０時～１６時 
■場所：理学部２号館１階２１２講義室 
 


