感染症対策にご協力ください

高校、高専、大学、企業の展示ブースは
申込み不要でご覧いただけます

本イベントは、新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライン

ものづくり体験

に基づき開催されます。会場で係員の指示にご協力ください。

もりだくさん！

やむを得ない事情により開催内容が変更される場合は、公式ウェ
ブサイト等でお知らせします。
（ガイドラインにつきましては公式ウェブサイトをご参照ください）
マスク着用

手指消毒

2022

公式サイト

10 月 15 日 土 & 10 月 16 日

10:00-16:00（入場は15:00まで）

※写真は過去の開催の様子です。展示内容は変わります。

コンパルホール 3F

会場

事前申し込みはこちら！※応募は１教室１回限りとします。
募集期間

2022 年

9 12
月

日

〜

フォームから
申込み
QRコード

日

（返信うら）

〒870-0941

※往復ハガキは当日消印有効

ください
結果を印刷して

OITA ものづくり展
実行委員会 行

10 15

郵便番号

日 土
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無料
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催
対面開 ！
込制
事前申

事前募集プログラム

10 16
月

日 日

[ 事前申し込み ]

両日開催のプログラム

ロボットにプログラミングして自由に動かしてみよう
対象：小学校高学年、中学生／定員：各回 9 名（大分大学）

（返信おもて）

※
何も記入しないで

体験教室
月

63

大分市大字下郡
3136-6
大分市工業連合会内

おおいた ツクロー

月

①希望の体験教室（日時と記号を記入） ②学校名・学年
③参加者氏名 ④郵便番号 ⑤住所 ⑥電話番号（携帯） ⑦保護者氏名
（往信おもて）

または

9 29

往復ハガキで申込み

63

日

（往信うら）
①希望の体験教室

（日時と記号を記入）

ご住所
お名前

返送いたします。

15 日（土）
16 日（日）

1-あ 10:30~12:00

1-い 14:00~15:30

2-あ 10:30~12:00

2-い 14:00~15:30

②学校名・学年

ドローンプログラミング教室

③参加者氏名

対象：小学生、中学生、高校生以上／定員：各回 10 名（情報科学高校）

④郵便番号

プログラミング言語スクラッチ（Scratch）でプログラムを組んでドローン（TelloEDU）を飛ばそう！

⑤住所
⑥電話番号（携帯）
⑦保護者氏名

検索

ピンをさしてプログラミング！…「え、なにそれ？」っと思ったそこのキミ！ロボットの組み立て・プログラミング、そして
動かす！ぜーんぶ自分の手でしてみない？アナログプログラミングで自由にロボットを動かそう！
作ったロボットはキミのもの！お家に連れて帰って、みんなに自慢しちゃおう！

15 日（土）

1-う 11:00~12:00

16 日（日）

2-う 11:00~12:00

にじみえ
対象：3 歳以上／定員：各回 15 名（大分県立芸術文化短期大学）

参加の際のご注意

プログラムの参加には事前申込が必要です

● 工作で手や服がよごれてもいい格好でご来場ください。
● 実験や工作で使う道具は危険なものもあります。講師の先生たちの注意をよく聞いてケガに注意してください。
● 電話、メール、FAX 等のご応募は受け付けていません。
● 抽選の結果を 10 月初旬までにご連絡いたします。

● 応募者多数の場合は抽選となります。

● 開始時間に遅れた場合はご参加いただけません。

● 会場内、体験教室で撮影した写真をポスター、ウェブサイトで使用する場合がございます。ご了承ください。
● 主催者の過失によらない参加者のケガや事故につきましては、主催者側は責任を負いかねますのでご了承ください。

主催：

OITA ものづくり展実行委員会

kougyo.seinen

15 日（土）

tel:097-569-1234 （平日 9:30-16:00）

kougyo.seinen

http://oita-kogyoren.net/monozukuri

ＯＩＴＡものづくり展実行委員会 （大分市、大分市工業連合会／大分商工会議所／大分市工業連合会青年部会）

後援： 大分県、大分県工業連合会、大分市教育委員会、大分合同新聞社、NHK 大分放送局、OBS 大分放送、TOS テレビ大分、
OAB 大分朝日放送、エフエム大分、J:COM 大分ケーブルテレコム

1-え 12:10~12:55

16 日（日）

2-え

12:10~12:55

コマ撮りアニメーションをつくろう！
対象：小学生、中学生、高校生以上／定員：各回 12 名（大分大学）
iPad のアプリ
「Stop Motion Studio」
を使って自作のアニメーション作りに挑戦しよう。
自分で描いた絵や、
いろんな材料で作っ
たキャラクターなどを少しずつ動かしながら撮影して再生してみると、絵やモノが生きているように動き出します。

15 日（土）

● 体験教室の内容を変更する事があります。

お問い合わせ

にじみ絵 の技法を使い、インテリアとしても美しい絵はがきを制作します。インクの色が混じり合いながら広がる動きを
見守りながら、偶然にできた色と形を楽しみます。

1-お 13:00~14:30

16 日（日）

2-お 13:00~14:30

ボール型ロボットをプログラミングしてみよう！！
対象 : 小学生／定員：各回 10 名（大分大学）
ボール型ロボット「スフィロロボット」をブロックを使ったビジュアル型プログラミングで自分の思い通りに動かしたり，い
ろいろな課題をクリアしプログラミングを体験してみよう！プログラミング初心者でも大丈夫です！遊びながら楽しみながら
いろいろな課題にチャレンジしてみましょう。初心者や低学年のお子様でも対応できます。

15 日（土）

1-か 14:10~15:40

16 日（日）

2-か

14:10~15:40
※体験教室の写真、イラストはイメージです

10 15
月

日 土

10 16
月

日 日

両日開催のプログラム
技能士会ものづくり体験

メカグルマ

対象：小学校高学年、中学生／定員：各回 6 名（大分県技能士会連合会）

対象：小学生、中学生／定員：各回 6 名（大分県立大分高等技術専門校）

6 種類のものづくりが体験できます。日ごろできない体験で、ものづくりの楽しさ、大切さを味わってもらいます。

ボルトやナットを使って「メカグルマ」をつくります。
小学生、中学生対象で、作った「メカグルマ」は持って帰ることができます。参加待ってます！

15 日（土）

15 日（土）

1-き 10:15~10:45 1-く 11:15~11:45
1-こ 13:15-13:45

16 日（日）

1-け 12:15~12:45

1-さ 14:15-14:45

2-き 10:15~10:45 2-く 11:15~11:45

16 日（日）

2-け 12:15~12:45

2-こ 13:15~13:45 2-さ 14:15~14:45

10 15
月

日 土

開催のプログラム

10 16
月

日 日

しっくいだんご
ミニついたて

1-し 10:15~11:25

1-す 11:35~12:45

1-せ

13:45~14:55

1-そ 10:15~11:25

1-た 11:35~12:45

1-ち

13:45~14:55

フラワーアレンジメント

1-つ 10:15~11:25

1-て 11:35~12:45

1-と

13:45~14:55

こけ玉
工芸畳
座ぶとん

2-し 10:15~11:25

2-す 11:35~12:45

2-せ

13:45~14:55

2-そ 10:15~11:25

2-た 11:35~12:45

2-ち

13:45~14:55

2-つ 10:15~11:25

2-て 11:35~12:45

2-と

13:45~14:55

開催のプログラム

観葉植物やぬいぐるみなどを置く木製小家具をつくろう！

きれいな色のスライム、 色が変化するスライムを作ろう

対象：小学校高学年／定員：10 名（大分工業高校）

対象：小学校低学年／定員：11 名（大分工業高校）

ミニュチュアの椅子を木製で作製します。木材の切断や加工はあらかじめ準備して行きますので、主に組立て作業になります。
完成すると、観葉植物やぬいぐるみなどを置く台など、インテリアとして利用できます。作ったものは、もちろん持ち帰れます。

手で持つと「ぷにょぷにょ」
「ぐにゅぐにゅ」して気持ちがよく、色もきれいな「スライム」を作ってみましょう。
また、色が変わるスライムづくりにもチャレンジしてみよう

1-な 10:15~11:15

スマートカーをつくろう

2-な 10:15~11:15

段ボールロケットをつくろう

対象：小学生／定員：10 名（日本文理大学）

対象 : 誰でも／定員：10 名（大分市工業連 青年部）

現在英国において小学生に無償配布されている「micro:bit マイクロビット」を用いたスマートカーキットを使います。2 〜 3 名に対して 1 台のキットを配布

オリジナル段ボールロケットを作りませんか。いろいろな飾りつけや色塗りをして、自分だけの段ボールロケットを
作ってみましょう。作ったロケットはお家に持って帰って飾ることができます。皆で楽しく段ボールロケットを作り
ましょう !

しますので、キットの組み立て、マイクロビットのセッティング、プログラミングを行ってもらいます。グループの進捗に合わせてライントレース、障害物
回避、リモコン動作等を行う予定です。これらを通して、ものづくりの楽しさを感じとってもらい、最先端のロボット技術に触れてもらいます。

1-に 10:15~11:15

2-に 10:15~11:15

-196℃の世界

歯ブラシカーの製作

対象：小学校高学年／定員：10 名（鶴崎工業高校）

対象：小学校高学年／定員：10 名（大分工業高校）

窒素（N2）は , 空気の 78% を占め､窒素を液化して液体窒素が工業的につくられます。液体窒素は冷凍食品の製造や
生体組織の保存などに利用されます。日常生活では体験できない「-196℃の世界」を体験しよう。

歯ブラシに振動するモーターを取り付けると・・・あら不思議、歯ブラシカーになって進んでいきます！競争して、
どうしたら友だちより速くゴールできるのか？いろいろと試してみましょう！

1-ぬ 10:30~11:30

2-ぬ 10:30~11:30

木製模型キットはやぶさ 2

ドローンで測量体験

対象 : 小学校高学年／定員：10 名（大分市工業連 青年部）

対象：小学校高学年、中学生／定員：10 名（日本文理大学）

木で作られた「はやぶさ 2」を組み立てて小惑星探査機を学ぼう ! この木製キットでは木工特有の味わいを楽しむ事
ができ、完成品をインテリアとして飾ると木の持つ有機的な温かみを感じさせてくれます。木製模型キット「はやぶ
さ 2」の工作を通して日本の科学技術についても興味を持ってもらえたら嬉しいです !

ドローンを自由自在に飛ばしてみませんか？現在、ドローンは様々な仕事に活用されています。今回は小型のドロー
ンの操縦体験とドローンで測定したデータをコンピュータで解析して地図をつくる体験をします。

1-ね 12:30~13:30

2-ね 13:00~14:00

オリジナル 木製貯金箱をツクロー！

アウトドアチェアをつくろう

対象 : 小学校中〜高学年／定員：10 名（大分市工業連 青年部）

対象 : 小学生／定員：10 名（大分市工業連 青年部）

カットした材料をボンドやダボを使って組み立て、木製貯金箱を作ります。

身の回りの水道管に使われているパイプで椅子を作っちゃおう。
折りたためて持ち運びできるからどこでも使えるべんりな椅子だよ。

1-の 13:00~14:00

2-の 13:00~14:00

飛ぶものの模型をつくってみよう
対象：小学校低学年／定員：10 名（日本文理大学）
飛行機やヘリコプター、ドローンなどいろいろな形をしたものが空を飛ぶことができます。たとえば、アルソミトラという植
物は、その種が平べったい形をしているのでグライダーのように遠くまで種を飛ばすことができます。この教室では航空宇宙
工学科の先生と一緒にいろいろな形をした空を飛ぶものの模型をつくります。

1-は 14:45~15:45

今年は当日参加可能な
体験プログラムはありません

今年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
すべてのプログラムが事前申込制です。
例年のように、当日受付可能なプログラムは
ご用意しておりません。ご了承ください。
※体験教室の写真、イラストはイメージです

