


「平成 25 年 地域とともに」の発行にあたって 

 

工学部長 今井富士夫 

 

平成 24 年 6 月に文部科学省は「大学改革実行プラン～社会の変革のエンジンとなる

大学づくり～」を、平成 25 年 11 月には「国立大学改革プラン」を公表しました。こ

れらの大学改革プランには、大学が地域再生の主要な役割を果たすセンターとして地域

の課題解決の中核となることも求めており、教育・研究に加えて、地域に果たす役割も

国立大学の重大な使命となっています。 

宮崎大学工学部は宮崎県で唯一の工学系学部として、県民や地域に開かれた工学部を

目指して、地域の理科教育の発展や地域の活性化のために、地域に根ざした活動を行っ

てきました。 

近年、子供たちの理工系離れが進み、技術立国・日本の将来が案じられるような状況

となっています。将来の科学技術を担う子供たちを育成するためには、子供たちに早く

から科学に関心を持ってもらい、理科が大好きな少年・少女を育てることが必要です。

工学部では科学の素晴らしさやものづくりの楽しさが体験できるようなイベントを毎

年多数開催しており、子供たちには「アドベンチャー工学部」、中学生や高校生には「青

少年のための科学の祭典」、「テクノフェスタ」などの開催やスーパーサイエンスハイス

クールへの協力を積極的に行っています。また、平成 18 年度に設立された理科や工業

系の高校教員と工学部教員との教育ネットワークを活用した高大教育連携も継続して

実施してきました。 

さらに、地域の技術者の育成や企業の活性化に貢献できる行事として、地域の技術者

も参加できる講座や実習の開講、産学連携事業や地域企業が抱える課題解決のための卒

業研究テーマの募集・実施なども展開しております。 

本冊子は平成 25 年 1 月から 12 月までに地域とともに取り組んできた各種の催しや

活動を紹介したもので、今の工学部を垣間見ることができます。本冊子に掲載されてい

る様々な取組みに積極的にご協力いただきました中学校や高校の教員の皆様方、宮崎県

や地域の産業界の皆様方に心から御礼申し上げます。また，これらの取組を計画、実施

していただきました工学部教職員や行事のお手伝いをいただきました学生の皆さんに

心から感謝いたします。 

工学部は、これからも我が国の基幹産業を支えることのできる国際的に通用する専門

技術者の育成や宮崎の地域特性を活かした研究などの推進に加えて、地域の活性化や技

術者を目指す青少年への科学への動機付けなどを積極的に進めてまいります。 

工学部の教職員の皆様には今まで以上のご協力をお願いいたします。 
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１．来場者数：【11 月 1７日：1５４人】 

参加高校（県内：２２校 県外：１校） 

宮崎工業高等学校、宮崎南高等学校、宮崎西高等学校、宮崎北高等学校、佐土原高等学校、日南

高等学校、日南振徳高等学校、福島高等学校、都城泉ヶ丘高等学校、都城工業高等学校、都城西

高等学校、高城高等学校、飯野高等学校、妻高等学校、高鍋高等学校、延岡工業高等学校、宮崎

学園高等学校、宮崎日本大学高等学校、宮崎第一高等学校、鵬翔高等学校、日向学院高等学校、

都城東高等学校、福岡県立福岡工業高等学校 

 

 

２．事業実施内容 

工学部テクノフェスタ体験入学は、宮崎大学工学部を高校生により広く、より深く知ってもらう

ことを目的に毎年継続して開催しており、今回で 15 回目となった。本事業は、高校生の皆さんを

希望学科ごとのクラスに編成して講義と実験・演習を実体験していただくことで、工学部の各学科

の教育・研究内容に触れ、また工学の面白さを知っていただくことを目的としている。 

プログラムと入学式・修了式等の様子を別紙として添付した。プログラムは平成 24 年 4 月に改

組した新しい 7 学科で実施し、各学科とも高校生の興味を引くようなテーマを設定している。本事

業の運営は工学部地域連携委員会が担当し、各学科の教員が講義（午前 90 分間）と実験・演習（午

後 90 分間）をそれぞれ担当し、大学生・院生が実験・実習の補佐員として多数協力して実施した。

当日実施したアンケートの結果、参加者の多くが「参加して良かった・まあまあ良かった」と回答

しており、成功裏にプログラムを終了することができたと考えられる。また「宮崎大学工学部に興

味を持った」と回答した者も多かったことから、将来宮崎大学工学部への進学を視野に入れてほし

いと願っている。 

毎年、宮崎大学への進学を考えている高校生の方の参加も多く、今後ともプログラムの改善を行

いながら、工学部が大切にして長く継続すべき行事の一つと思われる。 

  

工学部テクノフェスタ（体験入学）（平成２工学部テクノフェスタ（体験入学）（平成２工学部テクノフェスタ（体験入学）（平成２工学部テクノフェスタ（体験入学）（平成２５５５５年度）年度）年度）年度）    
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第１４回第１４回第１４回第１４回    宮崎大学工学部宮崎大学工学部宮崎大学工学部宮崎大学工学部    テクノフェスタ体験入学プログラムテクノフェスタ体験入学プログラムテクノフェスタ体験入学プログラムテクノフェスタ体験入学プログラム    

 

平成２４年１１月１８日（日） 

9:30～10:00 受付・資料配付  （農学部 L206前） 

10:00～10:30 体験入学 入学式 （農学部 L206） 

副学長挨拶  岩本 俊孝 先生 

10：30～12：00 講義 

環境応用化学科（A616）   講師：大島  達也 准教授 

「身の回りの超分子化合物」 

社会環境システム工学科（B107）  講師：瀬崎 満弘 准教授 

「地盤の液状化現象とは？」 

環境ロボティクス学科（B108）  講師：横道 政裕 准教授 

「コンピュータビジョン基礎」 

機械設計システム工学科（B109）  講師：各務  聡 准教授 

「飛ぶ機械 ～ロケットと航空機～」 

電子物理工学科（B106）   講師：齋藤 順雄 教授 

「電子材料の物理」 

電気システム工学科（B112）   講師：淡野  公一 教授 

「ＬＥＤの駆動・制御回路」 

情報システム工学科（A116）   講師：片山  晋 助教 

「計算と推論の理論」 

12：00～13：00 昼食 

13：00～14：30 各学科での実験・演習 

環境応用化学科 （A616）  講師：大島 達也 准教授 

「超分子化合物を作る、体感する」 

社会環境システム工学科（B107） 講師：瀬崎 満弘 准教授 

「地盤の液状化現象とは？」 

環境ロボティクス学科 （A223） 講師：高橋 伸弥 助教 

「画像処理で遊ぶ」 

機械設計システム工学科 （B109） 講師：各務  聡 准教授 

「飛ぶ機械 ～ロケットと航空機～」 

電子物理工学科（B102）   講師：前田 幸治 教授 

「発光ダイオードを使って光の色とエネルギーの関係を調べる」 

電気システム工学科（B112）   講師：椎屋 和久 助教 

「ＬＥＤを使った応用実験」 

情報システム工学科（A119）   講師：片山 晋  助教 

「対話型証明システム」 

14：45～15：00 体験入学 修了式（農学部 L206） 

工学部長挨拶 今井 富士夫 先生 

修了証書授与式 

アンケート実施・回収、記念品配布 

15：00     終了 
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2013/12/15 

平成 25 年度工学部テクノフェスタアンケート集計 

工学部地域連携委員会 

１．基本事項 

 アンケート回答者は 149 名（参加者は 154 名）で回収率は 97% (H24 年度は 99％)であった。回

答者の属性の内訳は、表１の通りである。 

① 昨年度と比べ参加人数は減少した。 

② 特に普通系の参加が減少した。 

③ 普通系は 1、2 年生が昨年と比べ減少したが、3 年生が増加した。 

④ 工業系は 1、2 年生での増加により、全体として昨年より増加した。 

 

表１ 参加者の回答人数 

H25 年度 

学科名 
普通系 工業系 その他 

合計 
1 年 2 年 3 年 合計 1 年 2 年 3 年 合計 1 年 2 年 3 年 合計 

環境応用化学 6 7 3 16 0 1 0 1 0 0 0 0 17 

社会環境システム 4 1 7 12 0 0 1 1 0 0 0 0 13 

環境ロボティクス 0 4 3 7 0 5 5 10 0 0 0 0 17 

機械設計システム 11 3 8 22 0 0 2 2 0 1 1 2 26 

電子物理 2 2 6 10 0 2 1 3 2 0 1 3 16 

電気システム 1 3 6 10 2 7 1 10 0 0 0 0 20 

情報システム 7 16 2 25 5 5 5 15 0 0 0 0 40 

合計 31 36 33 102 7 20 15 42 2 1 2 5 149 

H24（H23）年度 

学科名 
普通系 工業系 その他 

合計 
1 年 2 年 3 年 合計 1 年 2 年 3 年 合計 1 年 2 年 3 年 合計 

環境応用化学 5(0) 7 (16) 7 (12) 19 (38) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 2 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 21 (42) 

社会環境システム 5 (0) 5 (8) 2 (11) 12 (19) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (21) 

環境ロボティクス 4 (0) 8 (8) 6 (10) 18 (18) 0 (1) 2 (0) 4 (1) 6 (2) 5 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0) 29 (20) 

機械設計システム 7 (7) 12 (20) 1 (14) 20 (41) 0 (3) 4 (2) 5 (2) 9 (7) 2 (3) 3 (0) 0 (0) 5 (3) 34 (51) 

電子物理 6 (4) 10 (14) 2 (5) 18 (23) 0 (0) 0 (0) 3 (2) 3 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (3) 1 (5) 22 (30) 

電気システム 5 (1) 5 (6) 5 (3) 15 (10) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 21 (14) 

情報システム 5 (3) 9 (12) 4 (8) 18 (23) 2 (0) 9 (0) 2 (4) 13 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 32 (27) 

合計 37 (25) 56 (84) 27 (63) 120(172) 2 (6) 15 (3) 20 (15) 37 (24) 7 (4) 4 (2) 2 (3) 13 (9) 171 (205) 

実際の参加人数：応化 18、環シス 13、ロボ 17、機械 29、電物 16、電シス 20、情報 41、合計 154 

 

２．設問４の(1)–(4)の回答結果 

 表２より、86%（昨年 88％）の学生がテクノフェスタに参加して宮崎大学工学部の様子が分かったと

回答している。また、表５より、91%（昨年 92%）の学生が宮崎大学工学部に関心がわいたと回答して

おり、テクノフェスタの目標の一つである工学部の紹介については目標を達成したと考えられる。 

 表３より、94%（昨年 94%）の学生がテクノフェスタに参加して良かったと評価しており、また、表

４より、91%（昨年 88%）の学生が体験入学のような催しがあれば参加したいと回答しており、高い満

足度を得られていることが伺える。 
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表２ 設問 4(1)：今回は工学部のほんの一部を体験しましたが、宮崎大学工学部の様子が少しでもわかりましたか。 

H25 年度 

 環境 
応用 

社会 
環境 

環境 
ロボ 

機械 
設計 

電子 
物理 

電気 
シス 

情報 
シス 

合計－比率% 

① よくわかった 7 7 6 11 4 5 6 46－31% 

②だいたいわかった 7 6 11 14 10 14 20 82－55% 

③なんとも言えない 3 0 0 1 1 0 12 17－11% 

④まだよくわからない 0 0 0 0 1 1 2 4－3% 

H24(H23)年度 

 環境 

応用 

社会 

環境 

環境 

ロボ 

機械 

設計 

電子 

物理 

電気 

シス 

情報 

シス 
合計ー比率% 

 ①よくわかった 6(11) 3(8) 7(6) 15(19) 6(15) 13(6) 8(6) 58－34(71－35%) 

 ②だいたいわかった 14(19) 9(8) 17(10) 17(27) 13(13) 7(7) 15(16) 92－54(100－49%) 

 ③なんとも言えない 1(11) 0(5) 4(4) 2(3) 3(2) 1(1) 8(5) 19－2(31－15%) 

 ④まだよくわからない 0(1) 0(0) 1(0) 0(1) 0(0) 0(0) 1(0) 2－1(2－1%) 

 

表３ 設問 4(2)：体験入学に参加してみて、良かったですか。 

H25 年度 

 環境 
応用 

社会 
環境 

環境 
ロボ 

機械 
設計 

電子 
物理 

電気 
シス 

情報 
シス 

合計－比率% 

①よかった 15 11 14 19 13 14 16 102－68% 

②まあまあよかった 0 2 2 7 3 6 18 38－26% 

③よくわからない 2 0 1 0 0 0 6 9－6% 

④悪かった 0 0 0 0 0 0 0 0－0% 

H24(H23)年度 

 環境 

応用 

社会 

環境 

環境 

ロボ 

機械 

設計 

電子 

物理 

電気 

シス 

情報 

シス 
合計ー比率% 

 ①よかった 17(33) 10(9) 20(13) 25(42) 11(24) 18(11) 16(21) 117－68(153－75%) 

 ②まあまあよかった 4(8) 2(9) 7(6) 9(9) 10(6) 2(3) 10(6) 44－26(47－23%) 

 ③よくわからない 0(0) 0(2) 2(1) 0(0) 1(0) 1(0) 6(0) 10－6(3－1%) 

 ④悪かった 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0－0(2－1%) 

 

表４ 設問 4(3)：また体験入学のような催しがあれば、参加したいですか。 

H25 年度 

 環境 
応用 

社会 
環境 

環境 
ロボ 

機械 
設計 

電子 
物理 

電気 
シス 

情報 
シス 

合計－比率% 

①ぜひ参加したい 9 9 13 16 11 11 12 81－54% 

②参加してもよい 7 4 4 8 4 9 19 55－37% 

③よくわからない 1 0 0 2 1 0 9 13－9% 

④参加しない 0 0 0 0 0 0 0 0－0% 

H24(H23)年度 

 環境 

応用 

社会 

環境 

環境 

ロボ 

機械 

設計 

電子 

物理 

電気 

シス 

情報 

シス 
合計ー比率% 

 ①ぜひ参加したい 14(24) 6(10) 15(10) 17(35) 9(21) 17(9) 15(17) 93－54(126－61%) 

 ②参加してもよい 3(11) 4(8) 11(9) 16(11) 11(6) 2(5) 10(7) 57－33(57－28%) 

 ③よくわからない 4(5) 2(2) 3(1) 1(5) 1(3) 1(0) 4(2) 16－9(18－9%) 

 ④参加しない 0(2) 0(1) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 3(1) 5－3(4－2%) 
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表５ 設問 4(4)：宮崎大学工学部に関心がわきましたか。 

H25 年度 

 環境 
応用 

社会 
環境 

環境 
ロボ 

機械 
設計 

電子 
物理 

電気 
シス 

情報 
シス 

合計－比率% 

①非常に関心がわいた 8 10 12 19 10 8 13 80－54% 

②少し関心がわいた 8 3 4 5 5 12 18 55－37% 

③よくわからない 1 0 1 2 1 0 9 14－9% 

④関心が無くなった 0 0 0 0 0 0 0 0－0% 

H24(H23)年度 

 環境 

応用 

社会 

環境 

環境 

ロボ 

機械 

設計 

電子 

物理 

電気 

シス 

情報 

シス 
合計ー比率% 

 ①非常に関心がわいた 11(21) 5(9) 19(7) 13(31) 10(14) 16(9) 8(18) 82－48(109－53%) 

 ②少し関心がわいた 10(18) 6(8) 8(9) 21(17) 11(15) 3(4) 16(7) 75－44(78－38%) 

 ③よくわからない 0(2) 1(4) 2(4) 0(3) 1(1) 2(1) 8(2) 14－8(17－8%) 

 ④関心が無くなった 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0－0(1－0%) 

 

 

３．設問４の(5)-(6)の回答結果 

 この設問は進学に関する項目なので、学年別に整理した。その他は普通科として処理した。 

 表６、７より、3 年生は、多くが（工業系は全員）宮崎大学工学部に進学を希望していた。2 年生で

は、約 40％（昨年約 52%）が宮崎大学工学部への進学を希望している。 

 

表６ 設問 4(5)：工学系の大学に進学しようと考えていますか。（括弧内は H24/H23 年度の結果） 

 
普通系 工業系 

１年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 

①考えている 19 (20/14) 25 (42/56) 37 (27/63) 2 (1/3) 16 (14/3) 15 (20/15) 

②未定 10 (22/12) 10 (13/21) 0 (0/3) 5 (1/3) 4 (1/0) 0 (0/0) 

③考えていない 4 (3/3) 2 (6/9) 0 (1/0) 0 (0/0) 0 (0/0) 0 (0/0) 

 

表７ 設問 4(6)：宮崎大学工学部に進学しようと考えていますか。（括弧内は H24/H23 年度の結果） 

 
普通系 工業系 

１年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 

①考えている 6 (9/7) 13 (20/24) 35 (24/58) 1 (1/0) 10 (9/0) 15 (20/15) 

②未定 21 (31/20) 23 (29/52) 1 (2/6) 5 (1/5) 9 (5/3) 0 (0/0) 

③考えていない 6 (5/2) 1 (12/10) 1 (2/2) 1 (0/1) 1 (1/0) 0 (0/0) 

 

 

４．設問５(1)：参加した動機 

 1、2 年生では、「先生・友人の勧め」が多く、事前宣伝や各校への連絡の重要性が伺える。2、3 年生

になると「宮崎大学の学科・専門分野に興味」が多くなり、3 年生では、「本学への進学、入試対策」が

多く、受験に対する意識が現れている。 
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（括弧内は H24/H23 年度の結果） 

１学年 

大学、工学についての一般的な興味 11（ 6／ 13）件 

先生、友人の勧め 16（１8／11）件 

宮崎大学の学科・専門分野に興味  6（11／ 2）件 

テクノフェスタに興味  1（ 6／ 5）件 

進学希望  6（ 3／ 1）件 

その他  4（ 3／ 3）件 

・情報処理士希望だから 

・PC の仕事に関心がある 2 件 

・学際を見たかったから 

２学年 

大学、工学についての一般的な興味 17（10／24）件 

先生、友人の薦め 20（25／24）件 

宮崎大学の学科・専門分野に興味 15（26／12）件 

テクノフェスタに興味  5（ 7／16）件 

進学希望 12（ 6／ 6）件 

その他  2（ 1／ 7）件 

・オープンキャンパスに来られなかったため 

・化学に興味があるから 

３学年 

大学、工学についての一般的な興味  4（ 2／ 8）件 

先生、友人の薦め  2（ 6／ 7）件 

宮崎大学の学科・専門分野に興味 36（16／22）件 

テクノフェスタに興味  2（ 3／ 9）件 

進学希望 27（19／30）件 

その他  1（ 2／ 1）件 

・航空における流体力学に興味があるから 

 

 

５．設問５(3)：もう少しこうすればいいのにと感じたこと 

 各学年において、「実習の時間を増やしてほしい」という意見が何件か見られる。時間の制約もある

が、配分を再考する必要があるのかもしれない。他のアンケート項目にも見られるが、例年「複数の学

科を見たい」などの意見も見られる。 

１学年 

普通系 

・高校で物理をしていなかったので分からなかった。(機械)×２ 

・作る時間を増やしてほしかった。（機械） 

・レベルが高すぎてついていけなかった。(機械)×２ 

・もう少し簡単な計算をしたかった。(情報) 

工業系 
・単語の意味をもっと教えてほしかった。（情報） 

・説明が難しかった。(情報) 

その他 ・トイレを綺麗にする。(電物) 

２学年 

普通系 

・液体の色の変化がわかる実験がしたかった。(環応) 

・実験時間を増やしてほしかった。(環応 環ロボ) 

・初ポジ回転。(環ロボ) 

・学校をもっと開放してほしい。(電物) 

・丁寧に説明してほしい。（情報） 

・先生の声をもっと出してほしい。(情報) 

・内容が難しい。(情報)×７ 

工業系 
・体験項目を増やしてほしい。（環ロボ） 

・専門用語が分からない。(機械) 

・半田ごてが不調だった。(電シス) 
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・説明を分かりやすく。(情報) 

・PCが明るく過ぎる。(情報) 

３学年 

普通系 

・実験の準備。（社環） 

・演習時間が短い。（環ロボ 情報） 

・グループ作業が良かった。（機械） 

・先生から質問を投げかけてほしかった。（電物） 

工業系 

・参加した人との会話をしたかった。（環ロボ） 

・専門用語が分からない。(環ロボ) 

・時間を長くしてほしい。（環ロボ 情報） 

・自分達に考えさせる質問。（電物） 

・丁寧に説明してほしい。（情報） 

その他 ・時間を長くしてほしい。（電物） 

 

 

６．設問５(4)：その他感じたこと 

１学年 

普通系 

＜講義・実験内容＞６件 

・商品の効果が分かった。 

・オープンキャンパスより分かりやすかった。 

・講義が充実していた。 

・もっと勉強する必要性がわかった。 

・作ることに興味を持った。×２ 

＜教員・ＴＡ＞６件 

・先生とＴＡが親切で丁寧だった。×５ 

・ＴＡが元気だった。 

＜その他＞３件 

・テクノフェスを経験して工学部に進学したい。 

・知らない用語ばかりでついて行けるか心配。 

・難しかったけど、楽しかった。 

工業系 

＜講義・実験内容＞２件 

・実験が楽しい。 

・テクノフェスの内容が難しい。 

＜その他＞１件 

・学園祭を楽しめた。 

その他 

＜講義・実験内容＞１件 

・ＬＥＤを深く知れてよかった。 

＜その他＞１件 

・他の学部もしてほしい。 

２学年 普通系 

＜講義・実験内容＞６件 

・MATLAB で「image」だけで enter をするとすごいことになる。 

・楽しかった。×４ 

・テクノフェスに参加して良かった。 

＜教員・ＴＡ＞２件 

・TA が親切だった。 

・先生とＴＡが丁寧に教えてくれた。 

＜その他＞７件 

・研究室が楽しそう。 

・身近に感じた。 

・学園祭を楽しめた。×４ 

・大学の様子が分かった。 



－ 11 － 

工業系 

＜講義・実験内容＞４件 

・もっと画像をいじりたい。 

・MATLAB を使えてよかった。 

・Agda をもっと知りたい。 

・電気システム工学科が少し分かった。 

＜教員・ＴＡ＞３件 

・ＴＡが優しい。×２ 

・先生とＴＡが優しかった。 

＜その他＞１件 

・他学科を見たかった。 

３学年 

普通系 

＜講義・実験内容＞１８件 

・楽しい。 

・画像処理が難しい。 

・宇宙ロケットの進歩。 

・理解しやすい。×２ 

・電子物理工学科に興味を持った。 

・もっと講義を受けたかった。 

・班の人と仲良くなれた。 

・可変抵抗の動かし方がラジオの周波数に似ている。 

・山内教授の宇宙物理学を学びたい。 

・計算と推論の話は興味を持った。 

・ＰＣに興味を持った。 

・宮崎大学で学びたい。×２ 

・テクノフェスに参加して良かった。×２ 

・宮崎大学で学び、将来を描きたい。 

・学びやすい環境。 

＜教員・ＴＡ＞５件 

・先生とＴＡが優しかった。×４ 

・講義中に携帯をいじらない方が良い。 

＜その他＞４件 

・学園祭が楽しそう。×４ 

工業系 

＜講義・実験内容＞１４件 

・より土木に興味を持った。 

・時間があっという間だった。×２ 

・テクノフェスに参加して良かった。×３ 

・環境ロボティックスに入りたい。×２ 

・楽しかった。 

・電気システムに進学したい。 

・宮崎大学に入学したい。 

・９０分の講義を受けられて良かった。×２ 

・工学部に興味を持てた。 

・高校に比べて授業スピードが速い。 

＜教員・ＴＡ＞６件 

・先生とＴＡが丁寧だった。×５ 

・片山助教授が明るい。 

＜その他＞１件 

・良い環境。 
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７．設問６：あなたが宮崎大学工学部について知りたいと思っていることは何ですか。 

１学年 

普通系 

＜就職・進路＞２件 

・卒業後の進路。 

・学科によって就ける仕事。 

＜研究内容＞３件 

・研究内容。×３ 

＜教育内容＞５件 

・どんな講義なのか。 

・授業内容。×４ 

＜学科の特徴＞８件 

・他学科の内容。×２ 

・他大学の工学部の違い。 

・他学科の内容。×２ 

・取得可能な資格。 

・他大学の違い。 

・カリキュラム。 

＜その他＞３件 

・入試の倍率について。 

・学費ついて。 

・１年間のスケジュール。 

工業系 

＜研究内容＞２件 

・ＬＥＤの仕組み。×２ 

＜学科の特徴＞２件 

・高度情報技術者試験の指導をしてもらえるのか。 

・ゲーム作りは出来るのか。 

＜その他＞１件 

・どんなイベントがあるのか。 

その他 
＜学科の特徴＞１件 

・学科別の授業内容。 

２学年 

普通系 

＜就職・進路＞８件 

・就職先について。×８ 

＜研究内容＞４件 

・研究実績。×２ 

・研究内容。×２ 

＜教育内容＞７件 

・ロボットの作り方と原始の元来。 

・取得可能な資格。×２ 

・ＰＣの操作。×２ 

・授業内容。 

・エンジンに関すること。 

＜設備・施設＞１件 

＜その他＞４件 

・大学生活の雰囲気。 

・大学生活について。 

・サークル活動。 

・金銭面。 

工業系 

＜就職・進路＞３件 

・就職先や大学院への進学率。 

・就職先について。×２ 

＜研究内容＞３件 

・太陽集光装置で得た太陽エネルギーを何に使うのか。 
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・研究内容について。 

・在学生が作成したものを体験したい。 

＜教育内容＞６件 

・授業内容。×２ 

・学科の特徴。 

・授業や実習の内容 

・工学部の内容。 

・それぞれの学部での学習内容。 

＜設備・施設＞１件 

＜その他＞４件 

・大学生活。 

・年間行事について。 

・工学部の歴史について。 

・今年度の出費。 

３学年 

普通系 

＜就職・進路＞４件 

・就職状況。×３ 

・卒業後の進路。 

＜研究内容＞１８件 

・研究内容について。×６ 

・月の実験回数。 

・太陽熱について。 

・マルチファン型風洞による大気乱流の模擬作成の実験。 

・人と自然に優しいものづくりの本質。 

・ビームダウン式太陽集光装置について。 

・太陽光発電について。 

・半導体。 

・実習のペース。 

・望遠鏡の開発。 

・海外での活動内容。 

・淡野教授の研究内容。 

・将来はその研究がどのように活かされるのか。 

＜教育内容＞７件 

・各学科で何を学べるのか。 

・他の大学の工学部の違いについて。 

・授業風景。 

・授業の仕組みと人数。 

・学習内容。 

・学習環境。 

・情報システム工学科に関する知識。 

＜設備・施設＞１件 

＜その他＞４件 

・キャンパスライフについて。 

・どんな研究室があるのか。 

・どんな先生がいるのか。 

・入試について。 

工業系 

＜就職・進路＞１件 

・大学院について。 

＜研究内容＞８件 

・他学科との共同研究があるのか。 

・先輩の研究内容について。 

・研究内容。×４ 

・研究成果がどこで活かされているのか。 
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・実習内容。 

＜教育内容＞２件 

・学科の内容と授業の様子。 

・授業風景と在校生の活動。 

＜設備・施設＞１件 

＜その他＞１件 

・研究室の様子。 

その他 
＜研究内容＞２件 

・大気圧とピストン内の圧力関係について。 

・どんな研究をしているのか。 

 

 

８．設問７：本体験入学の実施時期や案内方法、受講の希望調整などにご意見がありませんか。 

２学年 

普通系 

＜時期＞１件 

・春と秋にしてほしい。 

＜その他＞１件 

・清花祭にかぶってよかった。 

工業系 

＜時期＞１件 

・国家試験と被らないようにして欲しい。 

＜その他＞２件 

・学園祭を楽しめた。 

・送迎バスを出して欲しかった。 
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工学部テクノフェスタ（体験入学） 

入学式と修了式の様子 

 

【入学式】 

岩本 俊孝 副学長（教育担当）の挨拶     入学式会場 

  
 

【修了式】 

今井 富士夫 工学部長の修了式での挨拶    修了証書授与式 

  
 

【講義風景】 

機械設計システム工学科（講義）        電子物理工学科（実験・実習） 
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【体験入学報告書 環境応用化学科 講義】 

身の回りの超分子化合物 

講師：大島達也 准教授 

 

『身の回りの超分子化合物』の演題で、60 分間の講義を行った。県内の高等学校から 17 名の参

加者があった。「超分子」という言葉は高校化学の教育内容に出てこない単語であるが、その該当

範囲は非常に広く、さらに日用品の中にも「超分子」を含む製品が多く存在する。さらに多くの人

が「超分子」を食べたことがある。こうした事例として、特に大環状包接化合物であるシクロデキ

ストリンを例に挙げて紹介した。 

はじめに、超分子の定義とシクロデキストリンの化学構造や特徴について紹介した。次いで、シ

クロデキストリンを利用している生活品の事例として、消臭剤の「ファブリーズ」や柔軟剤を例に

挙げて、“間接消臭”および“香料の徐放”という機能にシクロデキストリンへの香料分子の包接

とそこからの徐放機能が利用されていることを、テレビＣＭを交えて解説した。 

シクロデキストリンは食品添加物として認可され、食品の

安定化剤、分散剤、マスキング剤などに幅広く使用されてい

る。代表的な例として、チューブわさびについて紹介し、シ

クロデキストリンを入れることでわさびの辛み・香りの成分

の揮発速度を制御していることを紹介した。 

シクロデキストリンは水に溶けにくい成分の食品利用に

も利用されている。宮崎大学で実施中の研究プログラムがこ

れに関連することから、本学の研究内容も交えて難水溶性物

質の製剤技術について紹介した。 

 

図 1．講義風景 

その後、２グループに分かれて、ティーチングアシスタントの引率で 10 分ほど研究室見学を行

った。各種の分析装置や有機合成、細胞培養のための設備を紹介し、工学部の研究室の雰囲気は感

じてもらえたのではないかと考える。 

 

 
 

 

  

図２．テクノフェスタ（講義）発表スライドの抜粋 
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【体験入学報告書 環境応用化学科 実験】 

超分子化合物を作る、体感する 

講師：大島達也 准教授 

 

「超分子」について、その性質を理解するために以下の３つの実験を行った（2 時間、18 名）。 

【実験１：シクロデキストリンによる粉わさび成分のマスキング実験】 わさびに含まれるアリル

イソチオシアネート（アリル辛子油）のシクロデキストリンによるマスキング効果を確認するため

の官能試験を行った。電子天秤で秤量させた粉わさびと、シクロデキストリンまたはグルコースに

水を加えてサンプル瓶に蓋をし、湯せんで熱してから開栓してわさび臭を鼻で確認してブランク試

料との刺激臭の比較をさせた。シクロデキストリンを加えた試料で刺激臭が減少することを確認す

ることができた。 

【実験２：シクロデキストリンに閉じ込められた香料の徐放実験】 香料として知られるバニリン

、ラズベリーケトン、シンナムアルデヒドをβシクロデキストリンと混合して処理した包接体をあ

らかじめ調製しておいた。この試料に少量の水を加え、水を加えていない試料との香料の揮発性を

比較した。シクロデキストリンは湿潤状態で包接した物質を放出（徐放）しやすいことが知られて

おり、この実験でも水を加えることで香りが強くなることが確認された。香りの強弱を比較した結

果、バニリンの匂いが特に強くなったという意見が多かった。 

【実験３：シクロデキストリンによるクルクミンの水溶化試験】 シクロデキストリン分子内部に

取り込まれた物質の水溶性が高まることを確認するため、ウコンの有効成分として知られ難水溶性

物質であるポリフェノールのクルクミンの水溶化試験を行った。α-、β-、γ-シクロデキストリン

、グルコース、またはカゼインとクルクミンを混合した水分散液を湯せんで熱し処理することで、

シクロデキストリンに包接されたクルクミンの一部が 0.8 ミクロンのフィルターを透過できるよう

になり、水溶性が高まることが確認できた。 

受講者は、はじめは表情が硬かったものの、実験でティーチングアシスタントとの会話が進むに

つれリラックスして実験に望んでいた印象である。午前中に説明した講義の事例を実際に実験する

内容としていたので、講義内容を経験を通して実感することができたのではないかと考えている。 
 

  

  

図．テクノフェスタ実験風景  
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【体験入学報告書 社会環境システム工学科 講義】 

地盤の液状化現象とは？ 

講師：瀬﨑 満弘 准教授 

 

県内の高校から、午前中の講義に１３名、午後の実験に１５名の高校生が参加してくれた。 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）において、震央から遠く離

れた東京湾沿岸域において広範囲に液状化が発生し、商業施設や住宅等において生じた甚大な被害

が生じた。当然ながら、東北地方の太平洋側の海岸沿いでも、液状化現象は発生したであろうが、

その後の津波の襲来によって、その痕跡は残っていない。 

講義では、まず、土が土粒子、水と空気の３相からなっていることを説明し、その組み合わせに

よって、色々な特性が生じてくること、また、土粒子の大きさによって、砂、シルト、粘土等の分

類されることを学習した。その後、液状化がどうようにして起きるのかという液状化の原理を話し

た。また、1964 年新潟地震（日本で液状化という概念が初めて認識された地震）以降で液状化被

害が発生した地震について、その地震と液状化の特性を述べた。我が国では、新潟地震からの約 50

年間において 26 回、つまり２年に一度は液状以下による被害が発生していることを述べた。特に

1964 年新潟地震、1983 年日本海中部地震、1987 年千葉県東方沖地震、1993 年釧路沖地震、1995

年兵庫県南部地震、2000 年鳥取県西部地震、2004 年新潟県中越地震、2005 年福岡県西方沖地震

について、地震の特性、液状化被害の特徴を話した。 
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【体験入学報告書 社会環境システム工学科 実験】 

地盤の液状化現象とは？ 

講師：瀬﨑 満弘 准教授 

 

午後の実験では、液状化の原理を理解してもらうために、埋め立て等に使用される海砂の篩い分

け試験を行った。海砂は、宮崎市内の 2 箇所のホームセンターで実際に売られている砂を使用した

ため、２つの班に分けた。篩い分け試験とは、一般の家庭にあるような篩いを一連として用いて、

砂がどうような粒径の粒子で構成されているかを求める実験である。その結果を粒径加積曲線とい

うグラフに作成してもらった。このグラフと実際に液状化した地点から採取された砂の粒径加積曲

線と比較した。最終的に、液状化モデル試験器にその砂を入れて、実際に振動を与えてその砂が液

状化を起こすのかどうかの確認実験を行った。購入した砂は、両方とも液状化現象を呈した。 

高校生は、非常に熱心に講義を受講していた。実験においては、一様な粒子からなっているよう

に見える砂が、実は非常に細かい粒子から粗い粒子までで構成されていて、その粒子が地震の震動

によってバラバラになることで液状化が発生するという原理がすこしは理解できたのではないか

と思った。 
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【体験入学報告書 環境ロボティクス学科 講義】 

コンピュータビジョン基礎 

講師：横道政裕 准教授  

 

『コンピュータビジョン基礎』と題して、90 分間程度の講義を実施した。参加者は 17 名であっ

た。最初に学科紹介を行い、その次に表題の内容について講義を行った。学科紹介では、 

� 平成 24 年度に開設された新学科であること 

� 社会環境・生活環境を改善するロボットや自動化機器を開発する人材を育成することを目的と

していること 

� 教育内容としては機械・電気電子・情報・環境化学を主要分野として専門的な教育を行い、実

験・演習を多く取り入れていること 

� 主要分野に関する様々な研究を行っていること 

等について、スクリーンに表示した配布資料や学科ホームページを基にして説明を行った。 

その後、コンピュータビジョン・

ロボットビジョンとはどのような技

術分野なのかについて説明を行い、

持参した RGBd カメラを用いて受講

生を撮影した RGB 画像や奥行画像

を実際にスクリーンに表示し、現在

のセンサ技術について体感してもら

うようにした。自分たちの姿がリア

ルタイムで形状データ化されること

を実際に見て、驚いている学生も見

受けられた。また、コンピュータビ

ジョン技術の応用分野として、RGBd カメラを用いたユーザーインターフェイスのデモを実演した

が、ナチュラルインターフェイス技術について興味を持ったようである。続いてコンピュータビジ

ョンにおいて必要な要素技術のうち、3 次元計測と物体認識について説明を行い、基本的な画像処

理技術について説明を行った。ディジタル画像の構成、色と輝度、ノイズ除去、輪郭抽出について、

実際に画像を提示し、それに対して処理を

行って結果を見せながら説明した。受講者

の学年がバラバラで、工業系の学生もいた

ことから、数式、特に微分や積分の概念は

できるだけ使わないように説明したが、フ

ィルタの概念や画像の輪郭抽出については

身近な内容ではないこともあり、高校生に

は難解な内容であったかもしれないが最後

まで集中して聞いていたように感じられた。

アンケート結果を見て、今後の改善の参考

にしたい。  

  

講義で使用した画像の例。 
左：ノイズ除去前。右：ノイズ除去後 
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【体験入学報告書 環境ロボィテクス学科 実験】 

画像処理で遊ぶ 

講師：高橋伸弥 助教 

 

午後の実験時間においては、ロボットビジョンというテーマに関連し、画像データにフィルタ処

理を施すことにより、新たな画像を作成するまでの一連の作業を体験した。会場は情報システム工

学科第２演習室のＡ２２３号室、最終的な参加者人数は１７名、その学年内訳は２年生が９名、３

年生が８名であった。画像処理のソフトウェアには本研研究室の MATLAB を利用し、ライセンス

数の上限である２０名以下に参加者を調整していただいたために、全員が自分の作品を作成する作

業を行うことができ、また、作業環境的にも適度な空間を確保することができた。 

演習内容は１）コンピュータシステムの利用方法、２）ソフトウェアの基本操作、３）画像処理

の体験の３部構成とした。昨年度の反省点を踏まえ、今回は可能な限り３）画像処理の体験に要す

る時間を長く確保することを念頭に演習を進めた結果、１）および２）までの解説に３０分程度の

時間を費やし、残りの時間を３）に充てることができた。健在では身近なデバイスとなったデジタ

ルカメラによって撮影された画像がコンピュータの内部でどのように表現されているかについて

の簡単な解説を行ったうえで、画像データの輝度値情報に対する基本的なフィルタ処理の関数とし

て、グレイスケール変換、輝度値の反転処理、Prewitt フィルタによるエッジ検出などを行う各種フ

ィルタ関数を予め用意し、インターネット上から参加者にダウンロードさせた画像に対して自由に

フィルタ処理を適用させることによって様々な作品を作成した。受講生は思い思いのキャラクター

などの画像をダウンロードし、画像処理の過程を楽しんでいた様子である。終了間際に１０分程度

の時間をとり、部屋中を自由に移動して他の参加者が作成した画像を閲覧する機会を設けた。 

 

  

図１                       図２ 

 

今回は演習補助のために２名の TA を雇用した。一般の高校からの参加者にはコンピュータの操

作に不慣れな場合もあり、個別の質問への対応や指導などに多くの労力を要したため、TA の補助

が大いに役に立った。 
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【体験入学報告書 機械設計システム工学科 講義】 

飛ぶ機械～ロケットと航空機～ 

講師：各務 聡 准教授 

 

「飛ぶ機械～ロケットと航空機～」と題して 90 分の授業を 29 名の高校生の前で行った。参加者

は、1 年生から 3 年生までの県内の高等学校の生徒である。内容は、飛行機と航空機の定義から始

まり、ライト兄弟から今日の Boeing 787 (Dream liner)までの飛行機の発展を紹介した後、飛行機に

作用する力（揚力、抗力、推力、重力）を解説し、ニュートン力学が航空機の力学においても活躍

していることを説明した。 

力学の話を終えて流体力学について簡単に言及し、揚力係数や抗力係数、翼に揚力が発生する原

因について紹介した。今回は一歩踏み込み、渦が揚力を生み出す源であること、翼端渦のために誘

導抗力なる抗力が発生することを解説した。翼と渦の関わりを視覚的に理解してもらうために、霧

や雲が翼端渦により形を変える様子を動画で紹介し、ウイングレットの役割について解説した。 

力学に話を戻しモーメントの釣り合いに言及した。すなわち、重心周りのモーメントのバランス

（主翼の揚力と水平尾翼の揚力の釣り合い）に触れ、モーメントが工学にとって重要な概念である

例を示した。なお、低学年がいるにもかかわらずモーメントに言及したのは、午後のペーパークラ

フトの製作において、重心やモーメントへの配慮は飛行距離を伸ばすために重要な概念だからであ

る。 

最後に、研究の紹介もかねて、人工衛星に搭載する比較的小型のロケットエンジン（スラス

タ,thruster）について説明した。人工衛星の軌道を保持し高度を変えるために必要な装置であること

を紹介し、イトカワから帰還したはやぶさ（MUSES-C）に搭載されたイオンエンジンと 20 N 級の

化学ロケット推進機について紹介した。 

今回の体験入学に来て頂いた高校生は、みな熱心に私の説明に耳を傾けてくれていた。一方で、

渦（循環）による揚力の理論にまで踏み込んだため、もしかすると混乱を招いているのかもしれな

い。アンケートの結果を見て今後の改良としたいと考えている。 

 

 

  

       第 1 図 授業中の様子(1)          第 2 図 授業中の様子(2) 
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【体験入学報告書 機械設計システム工学科 実験】 

飛ぶ機械～ロケットと航空機～ 

講師：各務 聡 准教授 

 

午後からは、航空機のペーパークラフトを製作した。全員に材料（印刷済みのケント紙）、のり、

カッターナイフ、はさみを配布し、パーツの切り出しから、組み立てまでを行った。4 種類のペー

パークラフトをランダムに配布し、どの機種にあたるかは運次第であったため、自分の気に入った

航空機を手に入れるためトレードする学生がいた。 

簡単な説明の後に工作をしてもらったが、組み立て方を記載した資料を見ながら部品の切り出し、

組み立て、のり付けを熱心に行っていた。使用したペーパークラフトは、実際の航空機（Boeing 787

や F-22）をモデル化した本格的なものである。そのため、構造が複雑で組み立てに苦心していたが、

自らの創意工夫で克服しようとしていた。また、3 名のティーチングアシスタント（TA、修士 1 年

生 2 名、学部 4 年生 1 名）の熱心なアドバイスも手伝い、製作開始後約 1 時間で完成に至る学生が

いた。 

完成した学生には、先割れ付きの木製スプーンと輪ゴム 2 個をカタパルトとして与え、教室の外

でテストフライトを行った。当日は、昼頃に雨が降ったものの、午後は風もない穏やかな晴天とな

り絶好のテストフライト日和となった。天気に恵まれた中、学生は自作した航空機をスプーン製の

カタパルトを使って飛ばしていた。なお、先割れスプーンカタパルトは TA のアイデアである。 

テストフライトの結果は、すぐに墜落するもの、急旋回するものと様々であったが、中には安定

した飛行を実現し飛行距離が長くなったために高い木に引っかかってしまうものもいた。一方で、

モーメントのバランスがとれておらず、飛行開始とともに急上昇し最終的に急降下する機体もあっ

た。何らかの理由でバランスが崩れているようであったため、余ったケント紙を切り取ってノーズ

部分に接着することにより、急上昇を防ぎ飛行を安定化させていた。なお、参加者 29 名のほとん

どが時間内に航空機を完成させテストフライトに至っている。 

実のところ、高校生では複雑なペーパークラフトを 1時間半では完成できないのではないかとTA

と共に心配していたが、実際には杞憂であり、ほとんどの学生がテストフライトに至っていた。こ

れを機に、創意工夫の楽しさを知り、機械工学の興味を深めてくれることを祈る次第である。 
 

  

      第 1 図 製作中の様子(1)         第 2 図 テストフライト中の様子(2) 
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【体験入学報告書 電子物理工学科 講義】 

電子材料の物理 

講師：齋藤 順雄 教授 

 

概要：電子材料の理解に欠かせない基礎知識として重要な物性物理の出発点として量子論が重要

であることを踏まえ、固体物理学へのつながりと電子素子への応用について８０分間程度の講義を

行った。当日の飛び込み参加者１名を含めて１６名の参加者があった。 

講義では、特に物性物理学の基礎をわかりやすく理解させることに配慮した。具体的には、上記

の講義内容について事前に整理し、すでに高校で修得している内容または高校の教科書にも記載さ

れている内容を取り入れたプリントを配布し、高校の履修項目を指摘しながら、大学での教養基礎

科目への接続も留意して、専門基礎科目における履修内容を説明した。具体的な講義内容は以下の

通り。 

① 光のスペクトルについて 

最初に、プリズムや回折格子による分光スペクトルの様子と、分光された単色光の波長とエネル

ギーの関係から出発し、ＬＥＤ素子を構成する半導体材料と発光色との関係について説明した。 

② 固体電子素子の動作について 

具体的な理解を容易にするために、ＬＥＤ部品のサンプル（１０種類程度）とディスプレイユニ

ット（発光色の異なる数種類のＬＥＤ部品を組み合わせたデモ用パネル）を講義中に生徒に回覧し、

回路に使用する素子としての部品の確認と、ＬＥＤチップの発光箇所とその様子を観察させ、興味

を喚起させた。続いて、実用的な固体電子素子の動作の理解に欠かせない基礎知識として、「物性

物理」が重要であることを、高校の教科書にも記載されている半導体結晶のモデルを出発点として

説明した。 

③ 材料の開発、量子論と物性物理について 

ＬＥＤの材料開発の歴史と発光原理について説明した後で、その基礎となる半導体結晶のモデル

について、配布したプリントに沿って詳しく説明した。その物理的な出発点として原子レベルの物

性物理が重要な基礎となっており、そこからの固体物理学へのつながりについてコメントし、物性

物理の出発点として量子論が重要な概念であり高校の物理の教科書にも基礎的な内容が記載され

ていることをアナウンスした。 
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【体験入学報告書 電子物理工学科 実験】 

発光ダイオードを使って光の色とエネルギーの関係を調べる 

講師：前田 幸治 教授 

 

午後の実験は、高校 1 年から 3 年までの

16 名の参加があった。主に 2 つの実験を行

った。まず、各班が 2 名から 3 名となるよ

うに班分けし、お互いに自己紹介をした。

この実験は 2 人の協力が重要になる。まず

は、発光ダイオードを使った電気回路をフ

レッドボードという半田ごてを使わずに

配線できるボードを用いて発光させた。可

変抵抗を用いて、発光ダイオードに印加す

る電圧を変化させて、発光強度を自由にコ

ントロールできる回路とした。TA の指導

などでこの回路は 10 分ぐらいでどの班も完成することがで

きた。この実験から、可変抵抗をまわすと発光ダイオードは

急に明るくなることがわかった（立ち上がり電圧）。 

次に、各班に 5 個の紫色から赤色までの色々な色の発光ダ

イオードを配布して、それぞれの発光ダイオードの立ち上が

り電圧を測定した。この電圧が、実はそのダイオードの光の

色のエネルギーに相当する。まず、各班に、どの色のエネル

ギーが大きいかを予想してもらい実験開始。この実験では、

正確に測定するためすべての発光ダイオードで電流が一定

値の時の電圧を測定する必要があり、可変抵抗と電流計の担

当の学生が声で合図を掛け合いながら、正確な立ち上がり電

圧を測定していった。測定回路の変更もあり、この実験は、

班によって大きく進度が異なった。 

 

 

  

 

 
最後に光の振動数を計算し、通常の大

学の学生実験で行うように立ち上がり

電圧との関係をグラフ用紙にプロット

してもらった。これらの関係が直線に近

くなれば実験は成功だ。すべての班が、

ぎりぎり時間内にグラフを書き終える

ことができ、赤色と紫色では、光のエネ

ルギーが 2 倍近く異なる事を測定するこ

とができた。 
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【体験入学報告書 電気システム工学科 講義】 

LED 点滅回路 － 電子回路 

講師：淡野 公一 教授 

 

「LED 点滅回路−電子回路」と題し

て，80 分程度の講義を行った。このテ

ーマを選定した理由は，午後に実施す

る実験の理論について説明するためで

あり，この午前の講義と午後の実験を

とおして，回路素子の動作と機能につ

いて理解してもらい，さらにこれらの

素子による電子回路がどのように動作

し，回路素子単体では持ち得ない新た

な機能を実現するのかを納得してもら

うことを目的に取組んだ。 

講義に先立って，電気システム工学

科の回路に関する主な講義が，どのよ

うに構成されているかを説明した。具体的には，電気回路，電子回路，論理回路，集積回路という

流れで開講され，それぞれの講義においてどのような素子を取り扱い，どのような回路を学ぶのか

について概説し，本日の講義の内容とそれら講義科目との関係を説明した。その後，テーマとして

取り上げた LED 点滅回路の講義を行なった。 

まず，LED，抵抗，コンデンサ，トランジスタのそれぞれの動作，特性および，素子単体の機能

について説明した。次に，LED の点灯方法について説明し，その後，LED の輝度を変える方法に

ついて説明し，その後，LED を点滅させるための方法として，トランジスタによる電子的なスイ

ッチについて説明した。さらに抵抗，コンデンサ，トランジスタによる発振動作と発振周波数の変

更方法についての簡単な説明を加え，最後に LED 点灯回路と発振回路を融合した LED 点滅回路

の動作を説明した。内容的には少々難しいところも含まれていたが，受講している高校生は，真剣

な表情で聞きながら，配布した資料に講師の説明を書き加えていた。 

  



－ 27 － 

【体験入学報告書 電気システム工学科 実験】 

ＬＥＤを使った応用実験 

講師：淡野 公一 教授、椎屋 和久 助教 

 

午前の講義の後を受けて、受講生全員に無安定

マルチバイブレータによるＬＥＤ（発光ダイオー

ド）の点滅回路の製作をしてもらった。参加者は

２０名であった。 

まず、受講生全員に各１部ずつキットを配布し

た。その際、受講生にはんだ付けの経験の有無を

確認したところ、全員が１度ははんだ付けをした

経験があるという事であった。ＬＥＤ点滅回路の

製作については、作業の遅れる受講生が出ない様

に、部品・素子の確認、基板の確認、取り付ける

素子の順番、はんだ付けの手順、リード線の切断、

乾電池の接続など、パワーポイント資料を基にして、製作手順について１つ１つ細かく写真や図な

どを示しながら説明を行った（図１参照）。また、製作の指導には、教員２名と大学院生３名で対

応した。 

製作では、素子の極性を間違えて取り付けた受講生が１名、はんだブリッジを起こした受講生が

１名居たが、ほとんどの受講生が戸惑うことなくはんだ付けの作業を行っていた様子であった（図

２、３参照）。問題のあった受講生についてもこちらで修復作業を行って無事に製作することがで

きた。その後、乾電池をＬＥＤ点滅回路に接続して、正しく動作するかの確認を行ってもらった。

ＬＥＤが実際に点滅した時には驚いたり喜んだりという反応が見られた。そして、午前の講義で学

習してもらったＬＥＤの点滅時間に関しては、半固定抵抗の値を変化させると時定数と発振周期が

変化し、これに伴ってＬＥＤの点滅時間が変化することを実際に確認してもらった。本来ならＬＥ

Ｄ点滅回路の動作と点滅時間の変化まで確認してもらった後に、オシロスコープを使って回路の出

力波形について学習してもらう予定であったが時間の関係でできなかった。また、各自が製作した

ＬＥＤ点滅回路はそれぞれ持ち帰ってもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図図図図    1111 
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【体験入学報告書 情報システム工学科 講義】 

計算と推論の理論 

講師：片山 晋 助教 

 

『計算と推論の理論』と題して、90 分間の講義を

行った。県内外の高等学校から 41 名の参加者があ

った。 

まず、数とは何か、足し算や掛け算などの演算は

どう定義されるのか、といった基本的な話を、簡単

な算数の問題を例にとって説明することから始め、

帰納的関数論やラムダ計算といった計算論の初歩的

な説明を行った。さらに、人間が行っている推論を

いかに機械的に扱うかという形式的推論の例として、

自然演繹を紹介した。締めくくりとして、ラムダ計

算の拡張である型付きラムダ計算の説明を行い、こ

れを自然演繹と比較することによって、計算論と形式的推論は実は厳密に対応しているというカリー・

ハワード同型の紹介を行った。 

今回の講義内容は、新学科の情報システム工学科の３年次の必修科目である「プログラミング言語論」

の半分の内容の予告編といえるような内容となった。理論的な話の中には多少抽象的な内容もあり、高

校生には難解な内容もあったかもしれないが、できるだけ身近な具体例を用いて説明するように心がけ

た。高校生たちは熱心に授業を聞いていたようであった。 
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【体験入学報告書 情報システム工学科 実験】 

対話型証明システム 

講師：片山 晋 助教 

 

午前中に実施された『計算と推論の理論』の講義を受けて、対話型証明システムを用いた祥明を体験

することをテーマに選んだ。演習環境は当学科のシンクライアントシステムを用いたので、各自が１つ

の端末を占有できた。言語は Agda を使用し、汎用テキストエディタである Emacs を用いて、対話的

環境による半自動証明を体験してもらった。参加者には、予め用意しておいた各自のアカウントを利用

してログインし、演習内容に取り組んでもらった。 

演習の冒頭では、対話型証明システムがなぜ重要なのか、といった話を、ソフトウェアのバグの問題

にからめて説明し、いくつかの実例を簡単に紹介した。そのうえで、計算機システムへのログイン方法

から始めて、エディタの利用方法、Agda 言語の命題や証明の書き方や Agda システムへの読み込ませ

方、証明補助機能の使い方や自動証明のやり方にいたるまでプロジェクタ上で実演しながら説明を行っ

た。受講生４１名程度に対して TA を５名確保したが、予め TA の勉強会を２度にわたって開催したこ

ともあり、特にこれといった混乱も無くほぼ全員が使いこなせたようである。演習課題は簡単な命題論

理や数学的帰納法を用いた証明に限定し、等式推論を用いた証明についても用意していたものの口頭で

の説明にとどめた。課題３までは全員が終了することを目標にした。説明のための資料はホームページ

として作成し、提示しながら解説したため、プロジェクタ上の説明を見ながら、手元のコンピュータで

細かい説明や前後関係を確認する、といったことが簡単に行えたようである。時間が限られていたので、

すべての学生が、時間内に全課題を終了する、というわけにはいかなかったが、時間が来ても証明を完

成させようと粘ろうとする学生がいたりするなど、熱心に取り組む事ができたようである。 
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地域連携委員会 

実施担当者 大﨑 明彦 

 

「アドベンチャー工学部」は、一般市民を対象とし、工学部の教育・研究活動の紹介を行い地域

との交流を深めることを目的として、平成２２年度より実施されています。平成２１年まで、カリ

ーノ８階「ガガエイト」などで実施されていた「テクノ祭り」から数えると１２回目となりました。

今年度も大学祭（清花祭）に合わせ、平成２５年１１月１７日（日）１０：００～１６：３０に開

催しました。各学科および教育研究支援技術センターからの出展内容は以下の通りです。 

 

 ○環境応用化学科：手作りスライムで遊ぼう 

 ○社会環境システム工学科：ごみのリサイクルにチャレンジしよう 

 ○環境ロボティクス学科：ロボット体験コーナー 

 ○機械設計システム工学科：簡単な音と振動の実験室 

 ○電子物理工学科：見えない放射線を見てみよう 

 ○電気システム工学科：アナログ／デジタル変換器の紹介 

 ○情報システム工学科：非接触 IC カードの不思議を体験しよう 

 ○教育研究支援技術センター：ジェルキャンドルづくり 

 ○環境・エネルギー工学研究センター：太陽熱で料理に挑戦 

 

 昨年の来場者２２６名に対し、本年は３０９名の来場がありました。１０歳未満および１０代の

参加者が全体の５３％と大多数を占めており、ご両親に連れられた小さいお子さんや、小中学生が

積極的にものづくりや先端技術の体験を楽しむ様子が見られました。アンケートの集計結果（有効

回答数：１１１）によれば、「とても楽しかった」が８８％、「楽しかった」が１０％、「普通」が

２％となっており、来場された多くの方に楽しんでいただけたようです。また、「来年も実施して

ほしい」「工学部を知るきっかけとしてとても面白い企画だった」「子供が興味を持てる内容がたく

さんあった」「楽しく、分かりやすい工学部であってほしい」などのコメントも頂きました。 

 

最後に、実験・展示を担当して下さいました教職員ならびに学生の皆さんにお礼申し上げます。 

  

アドベンチャー工学部アドベンチャー工学部アドベンチャー工学部アドベンチャー工学部（平成２（平成２（平成２（平成２５５５５年度）年度）年度）年度）    



【環境応用化学科】 

 

洗濯のりと水とほう砂をまぜると、ぷよぷよしたスライムができる。さらに作り方を工夫するこ

とで、様々な形状のスライムを作成することができる。今回は、“きれいな色や香りがついたスラ

イム”、“ボールのようにはずむスライム”、“ストローでふくらますスライム風船”、“磁石にくっつ

こうとするスライム”の４つの体験実験を準備した。

スライムの材料として、市販の合成のり、水、飽和ホウ砂水、飽和食塩水、絵具、香水、砂鉄を

用意した。それぞれの材料を組み合わせや、混ぜ方を変えることで、スライムの形状や性質が変わ

ることを説明し、参加者自身で好みのスライムを実際に作ってもらった。参加者は、友達同士で作

成したスライムの色や香り、スライムボールの弾み具合を比べたり、スライム風船の大きさを競争

したりしていた。磁石にくっつこうとするスライムでは、砂鉄をしっかりとスライムに混ぜること

で、市販の磁石でうまくスライムを動かすことができ、子供たちは楽しんでいた。

水、ホウ砂水の加える順番や、混ぜ方などで、スライムの形状が変わるため、以外にもスライム作

成実験は失敗する場合も多い。指導学生は事前実験を綿密に行い、当日はそれぞれ丁寧に教えるこ

とで、小学校以下の子供たちも上手くスライムを作ることができた。スライム作りを通じて、もの

作りや実験の楽しさを子供たちにも理解されたと思う。スライムと磁石は、お土産として希望者に

持って帰ってもらった。 

参加者は 300 名程で、予想以上の盛況であり、新聞社からの取材も受けた。親子での参加も多く、

スライム作りを子供から大人まで大

貴重な体験となったようである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スライムスライムスライムスライム    

スライム作りの指導風景スライム作りの指導風景スライム作りの指導風景スライム作りの指導風景
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手作りスライムで遊ぼう 

洗濯のりと水とほう砂をまぜると、ぷよぷよしたスライムができる。さらに作り方を工夫するこ

とで、様々な形状のスライムを作成することができる。今回は、“きれいな色や香りがついたスラ

イム”、“ボールのようにはずむスライム”、“ストローでふくらますスライム風船”、“磁石にくっつ

こうとするスライム”の４つの体験実験を準備した。 

スライムの材料として、市販の合成のり、水、飽和ホウ砂水、飽和食塩水、絵具、香水、砂鉄を

用意した。それぞれの材料を組み合わせや、混ぜ方を変えることで、スライムの形状や性質が変わ

ることを説明し、参加者自身で好みのスライムを実際に作ってもらった。参加者は、友達同士で作

成したスライムの色や香り、スライムボールの弾み具合を比べたり、スライム風船の大きさを競争

したりしていた。磁石にくっつこうとするスライムでは、砂鉄をしっかりとスライムに混ぜること

で、市販の磁石でうまくスライムを動かすことができ、子供たちは楽しんでいた。

水、ホウ砂水の加える順番や、混ぜ方などで、スライムの形状が変わるため、以外にもスライム作

成実験は失敗する場合も多い。指導学生は事前実験を綿密に行い、当日はそれぞれ丁寧に教えるこ

とで、小学校以下の子供たちも上手くスライムを作ることができた。スライム作りを通じて、もの

作りや実験の楽しさを子供たちにも理解されたと思う。スライムと磁石は、お土産として希望者に

名程で、予想以上の盛況であり、新聞社からの取材も受けた。親子での参加も多く、

スライム作りを子供から大人まで大いに楽しんでもらえたようである。本催しは、学生にとっても

貴重な体験となったようである。 

磁石にくっつくスライム磁石にくっつくスライム磁石にくっつくスライム磁石にくっつくスライム    

スライム作りの指導風景スライム作りの指導風景スライム作りの指導風景スライム作りの指導風景    スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子

スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子

講師：堤 健 助教 

 

洗濯のりと水とほう砂をまぜると、ぷよぷよしたスライムができる。さらに作り方を工夫するこ

とで、様々な形状のスライムを作成することができる。今回は、“きれいな色や香りがついたスラ

イム”、“ボールのようにはずむスライム”、“ストローでふくらますスライム風船”、“磁石にくっつ

スライムの材料として、市販の合成のり、水、飽和ホウ砂水、飽和食塩水、絵具、香水、砂鉄を

用意した。それぞれの材料を組み合わせや、混ぜ方を変えることで、スライムの形状や性質が変わ

ることを説明し、参加者自身で好みのスライムを実際に作ってもらった。参加者は、友達同士で作

成したスライムの色や香り、スライムボールの弾み具合を比べたり、スライム風船の大きさを競争

したりしていた。磁石にくっつこうとするスライムでは、砂鉄をしっかりとスライムに混ぜること

で、市販の磁石でうまくスライムを動かすことができ、子供たちは楽しんでいた。洗濯のりや食塩

水、ホウ砂水の加える順番や、混ぜ方などで、スライムの形状が変わるため、以外にもスライム作

成実験は失敗する場合も多い。指導学生は事前実験を綿密に行い、当日はそれぞれ丁寧に教えるこ

とで、小学校以下の子供たちも上手くスライムを作ることができた。スライム作りを通じて、もの

作りや実験の楽しさを子供たちにも理解されたと思う。スライムと磁石は、お土産として希望者に

名程で、予想以上の盛況であり、新聞社からの取材も受けた。親子での参加も多く、

いに楽しんでもらえたようである。本催しは、学生にとっても

スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子    

スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子スライム作りの様子    
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【社会環境システム工学科】 

ごみのリサイクルにチャレンジしよう 

講師：関戸 知雄 助教 

 

  

私たちが廃棄するごみは、いろんな形でリサイクルが可能であり、それによって環境保全がされ

ている。こうしたごみのリサイクルの一つの事例として、廃油を用いた石鹸作りとアロマキャンド

ルの作成を体験してもらった。今回の体験実験では衛生面や扱いやすさを考えて、廃油ではなく食

用油を用いた。 

家庭やレストランなどから出る廃油は、炭酸塩などと混合することにより石鹸へとリサイクルで

きることや、そのまま下水に流してしまわないことで環境への保全が行われていることを説明する

パネルを作り、廃油石鹸の意義を説明した。前日までに炭酸塩と食用油を混合し、熟成させておい

た石鹸を参加者に好きな形に成形してもらい、ビニール袋に入れて持ち帰ってもらった。主に小学

生以下の小さい子供が粘土のようにこねたり形を作ったりして楽しんでいた。 

アロマキャンドルは、熱した油にクレヨンを入れて色を付け、油凝固剤を混ぜることで作成した。

親子連れや小中学生が作りやすいように、クレヨンはあらかじめ削っておき、凝固剤は量り取って

おいたものをビーカーに入れて混ぜてもらった。最後にアロマオイルを入れてガラス瓶やプラコッ

プに入れて完成させた。作り方を分かりやすくパネルにして、学んでもらうように工夫した。 

いずれも、小中学生から大人まで幅広く参加してもらえた。石鹸もキャンドルも一度体験すれば

簡単に作れるものであるため、これをきっかけに身近な廃棄物がリサイクル製品の材料となること

を学んでもらえれば幸いであると考えている。 
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【環境ロボティクス学科】 

ロボット体験コーナー 

講師：川末 紀功仁 教授 

 

 

環境ロボティクス学科で実施されている研究内容を一般の人に少しでも理解してもらうために，

昨年度に引き続き子供達に人気のあるロボットに関連した技術紹介を行った。見るだけでなく，実

際のロボットに触れることができる実験を中心に実施した。ロボットビジョンに関する研究紹介の

他，レゴマインドストームを用いたロボットの製作体験，現在検討中の宇宙ロボットの紹介などを

行った。具体的には以下のようなロボットの展示と説明を行った。 

・三次元計測器（キネクト）を用いた実験 

 リアルタイム三次元計測器（キネクト）を用いて，モーションキャプチャーの体験を実施した。

体の動きをコンピュータで解析し，CG と合成することでアニメなどのキャラクターを自由に動か

すデモンストレーションを実施した。小さい子供から大人まで楽しめる実験である。 

・宇宙ロボットの紹介 

 日本機械学会の企画である宇宙ロボットコンテストに宮崎大学から出品する新しいロボットを

紹介した。精巧に加工されたロボットの外形に魅せられた方々が多かった。 

・キャンパスデジタル化プロジェクト（デジタルキャンパス）の紹介 

 環境ロボティクスグループが作成した宮崎大学の VR 映像を公開した。通常では見られない角度

からのキャンパスの様子をシミュレーションすることを行った。ゲーム器のコントローラを利用し

て移動できるようなシステムになっている。子供がゲーム機になれていることもあり，大人よりも

すぐ慣れることに感心させられた。 

・ライントレースカーの組み立て体験 

 LEGO マインドストームとコンピュータを使って，ロボット製作とプログラミングを体験できる

システムを紹介した。今回はライントレースカーの製作を実施した。製作に１時間程度を要する内

容であったが，熱中した子供達が多く，大反響であった。 

 

  

           ロボット製作風景        デジタルキャンパスの体験 

 



－ 34 － 

【機械設計システム工学科】 

簡単な音と振動の実験室 

講師：岡部 匡 教授 

 

  

私達の日常生活では，音や振動に満ちあふれている．しかしながら，あまりにも当たり前な現象

がゆえに，特に気にとめることなく私達は生活している．このコーナーでは，簡単な実験をとおし

て，身近にある音と振動の様々な現象について理解してもらった． 

(1) 声の音圧波形の観察・楽器の周波数解析：周波数解析器とオシロ

スオープを用いて，参加者の声の音圧波形と周波数解析を行った．普段

は耳でしか知覚できない音という現象を可視化して自分の目でみて観

察してもらった．また，鉄琴の音階の周波数を解析し，音楽の授業でよ

く耳にする1オクターブの物理的な意味を説明した．（図1） 

(2) 音の作成と合成（純音の発生）：ファンクションジュネレータと

ステレオを用いて人工的な音を発生させ，様々な周波数をもつ純音を聞

く実験を行った．440Hzと880Hzの純音で構成されるNHKの時報の再

現，合成音の試聴，音叉の共鳴などの実験を行った． 

(3) 気柱の振動実験（クントの実験）：粒子を封入したアクリルパイ

プの一端にスピーカーを取付け，粒子の運動による気柱内の空気の振動

の可視化実験を行った．スピーカーから様々な周波数の音を入力し，気

柱内の振動の様子をパイプ内の粒子の運動によって観察した．（図2） 

(4) 平板の定常振動パターンの観察（クラドニの実験）：平板の振動

パターンを観察した．平板を振動させ，平板上にまかれた砂の模様によ

って平板の振動パターンを可視化した．平板を強制的に振動させる場所

によって，様々な美しい幾何学模様が現れる．参加者に実際に実験を実

施してもらい，いくつのも幾何学模様を作成してもらった．（図3） 

上記の実験はすべて来場者自身が参加して簡単に行える実験である．これらの実験を通して，音

や振動の性質を理解し，興味を高めてもられたと思う．大人から子供まで幅広い年齢層の多くの

方々が参加され，興味深く，かつ熱心に実験をしてもたえた．これらの実験をとおして，工学や物

理現象への関心を高めてもらえたものと考える． 

 

 

1図 声の音圧波形の観察

2図 クントの実験

3図 クラドニの実験
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【電子物理工学科】 

見えない放射線を見てみよう 

講師：森 浩二 准教授 

 

  

放射線は人間の五感で感知できないため、どこにあるのかを普段意識することはない。しかし、

今この瞬間も宇宙から降り注ぐ放射線が、我々の身体を突き抜けている。現代の天文学では、目に

見える光だけではなく、そのような宇宙放射線も一つの観測手段として用いることで、宇宙の全体

像を捉えようとしている。このように身の回りの至るところに存在しながら目には見えない放射線

を見るために、今回のアドベンチャー工学部では「霧箱」とよばれる放射線可視化装置を用意した。 

今回、我々が用意した霧箱では、エタノールを大量に含んだ雰囲気をドライアイスで冷却し過飽

和の状態を作りだした。この中を放射線つまり高エネルギーの荷電粒子が通過すると、その経路上

の分子をイオン化する。イオン化された分子は周囲のエタノールを引き集めて、そこに細かい液滴

ができる。液滴は光を散乱するので、我々はそれを目にすることができる。これは飛行機が進む際

に空気中に細かなゴミを出し、そのゴミを核として水滴の集りを我々が飛行機雲として認識する過

程と似ている。今でこそ研究の現場で使われることはないが、もともとは1927年のノーベル物理学

賞の栄誉に輝くれっきとした放射線検出器である。 

さて、当日の状況だが、実際に霧箱の作成がうまくいって放射線を目視できた参加者は多くはな

かった。これはほとんどの場合、うまく過飽和の状態を作れなかったことが原因である(それでも、

中にはカメラを持ちこんで、動画撮影をおこない放射線の軌跡を見事に捉えた人もいた)。このよ

うなことも半ば予想して、霧箱の原理を簡単にまとめたポスター(図左)と、あまり時間がとれない

参加者用に製作現場と実際にうまくいった場合はどのように見えるかというムービー(図中央)も用

意していた。それらも含めて、参加者はおおむね楽しんでいたように感じた。特に子供たちは作成

の経過も含めて、楽しんでいたように思う(図右)。この経験を通じて、目には映らない自然の姿の

存在を多少なりとも知ってもらえたのではないかと思う。 

 
 

 

  （図左）霧箱の原理を説明したポスター 

  （図中央）事前に撮影しておいた霧箱の作成現場と、うまくいった場合にどのように見えるかを

まとめたムービー 

  （図右）参加者が霧箱を観察する様子 
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【電気システム工学科】 

アナログ／デジタル変換器の紹介 
講師：松本 寛樹 准教授 

 

 

 温度、圧力、回転数などの物理量をコンピュ－タで計測し、デジタル信号処理するときに、物理

量を二進数に変換するアナログをデジタルに変換する回路（アナログ／デジタル変換器：Ａ／Ｄ変

換器）が必要とされている。また、二進数から物理量を制御するにはＡ／Ｄ変換器とは逆の働きを

する、デジタルをアナログに変換する回路（デジタル／アナログ変換器：Ｄ／Ａ変換器）が用いら

れている。 

 私たちの研究室では、高精度なＡ／ＤやＤ／Ａ変換を行う回路を実現するために、動作が素子の

値に影響されないＡ／Ｄ変換器とＤ／Ａ変換器を提案している。 

 事前の準備として、ＴＡ５名が、説明を行うための大判のポスターの作成、回路シミュレ－ショ

ンの設定と動作確認、個別部品を用いた回路の試作を行った。 

 当日は、ポスターを用いて、 

１．変換動作が容量値に影響されないスイッチドキャパシタ循環型Ａ／Ｄ変換器とＤ／Ａ変換器、

２．電圧をデュ－テイに変換することで二進数を得る能動ＲＣ電圧／デュ－テイ変換器、 

３．容量値を周期に変換することによりデジタル計測を行う能動ＲＣ容量／周期変換器 

について説明した。 

 さらにこれらを、スイッチドキャパシタ回路については、回路シミュレ－タとしてSIMETRICS

を用いて計算機シミュレ－ションで動作を示し、能動ＲＣ回路については電源、ＩＣ、抵抗、コン

デンサなどの個別部品を用いて作成した回路の動作波形を、オシロスコ－プで示した。 

 これらは、松本とＴＡ５名で協力して行い、平易に分かりやすく説明することを心がけた。オシ

ロスコ－プで示される波形は計算機のシミュレ－ションの波形と異なり、実験の様子を見学者は興

味を持って観察しているようであった。これらの説明をきっかけにして、電気システムの分野に興

味を持つ、多くの学生が入学してくることを期待している。 

 

 

    

 

  



【情報システム工学科】 

非接触

 

最近、身のまわりのいろいろなシーンで利用される

リーダとが電波を使い、情報をやり取りしていることにはじまり、

電波を発する仕組みについて、LED

ICカードの仕組みについては、簡易的に理解するためのクイズを準備し、クイズ形式で理解して

もらう工夫を行った。クイズとともに解説パネルを準備し、

情報のやり取りが行われる手順についても解説した。

内に記録されている情報をパソコンを使って閲覧できる点を説明し、実際の

参加者とともに読み解くことを試みた。

についても説明を行った。 

参加者にICカードが動作する電力がどのようにして確保されているかを良く理解してもらうた

めに、エナメル線で簡易なアンテナを作成し、そのアンテナと

に封入する工作に取り組んでもらった。参加者は作成したものを

素子が発光する現象を楽しみながら、電力が起こることを体験してもらった。

今回、多くの親子連れ、そして高校生、中学生など約

易なアンケートで約95％の人が「よかった」「とてもよかった」と回答しており、近年注目される

近距離無線通信による情報通信技術について、楽しみながら理解する良い機会となったと考えてい

る。 
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非接触ＩＣカードの不思議を体験しよう 

講師：久保田

最近、身のまわりのいろいろなシーンで利用されるICカードをとりあげ、

リーダとが電波を使い、情報をやり取りしていることにはじまり、ICカードが電池を持たないのに

LEDとエナメル線を用いた簡単な工作を通して説明した。

カードの仕組みについては、簡易的に理解するためのクイズを準備し、クイズ形式で理解して

もらう工夫を行った。クイズとともに解説パネルを準備し、ICカードをICカードリーダにかざし、

情報のやり取りが行われる手順についても解説した。また、パソコンを使った実演では、

内に記録されている情報をパソコンを使って閲覧できる点を説明し、実際のIC

参加者とともに読み解くことを試みた。読み解いた記録情報から個人の行動を見ることができる点

カードが動作する電力がどのようにして確保されているかを良く理解してもらうた

めに、エナメル線で簡易なアンテナを作成し、そのアンテナとLED素子を結線したものを小さな箱

組んでもらった。参加者は作成したものをICカードリーダにかざし、

素子が発光する現象を楽しみながら、電力が起こることを体験してもらった。

今回、多くの親子連れ、そして高校生、中学生など約50名の来場者があった。ブースで行った簡

％の人が「よかった」「とてもよかった」と回答しており、近年注目される

近距離無線通信による情報通信技術について、楽しみながら理解する良い機会となったと考えてい

  

  

講師：久保田 真一郎 准教授 

 

カードをとりあげ、ICカードとICカード

カードが電池を持たないのに

とエナメル線を用いた簡単な工作を通して説明した。 

カードの仕組みについては、簡易的に理解するためのクイズを準備し、クイズ形式で理解して

カードリーダにかざし、

また、パソコンを使った実演では、ICカード

ICカードの記録情報を

読み解いた記録情報から個人の行動を見ることができる点

カードが動作する電力がどのようにして確保されているかを良く理解してもらうた

素子を結線したものを小さな箱

カードリーダにかざし、LED

素子が発光する現象を楽しみながら、電力が起こることを体験してもらった。 

名の来場者があった。ブースで行った簡

％の人が「よかった」「とてもよかった」と回答しており、近年注目される

近距離無線通信による情報通信技術について、楽しみながら理解する良い機会となったと考えてい
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【環境・エネルギー工学研究センター】 

太陽熱で料理に挑戦 

講師：金子 宏 教授 

 

 

石油などの化石燃料資源の枯渇、二酸化炭素等の温室効果ガスによる地球温暖化、福島第一原発

事故によるエネルギー供給の不安定化などの要因が重なり、再生可能エネルギー利用に対する期待

が高まっている。再生エネルギーのうち太陽エネルギーは宮崎大学工学部での研究開発が活発な分

野であり、集光型太陽光発電システムやビームダウン式太陽集光装置などの実証実験設備を設置し

て実用化・産業化を目指した研究を推進している。 

太陽エネルギーの利用方法は多岐にわたるが、太陽熱利用としては平板型集熱器を用いた太陽熱

給湯のみが一般に認知されている。太陽集光装置を利用すると超高温の熱を作ることができ、蒸気

タービンによる発電や化学反応を進行させることができる。さらに低温の熱は農業用ハウスの空調、

木材乾燥、養殖漁業の熱源として利用することによって燃料費を削減し、宮崎県の農林水産業に貢

献することも可能となる。このような研究を若い世代に知ってもらい、ビームダウン式太陽集光装

置を始めとした充実した施設の認知度を高めて、理工系への興味を向上させるために「環境・エネ

ルギー工学研究センター」として初めて参加した。 

内容は、工学部における太陽エネルギー利用技術開発の動向を大判ポスターにより広報するとと

もに、太陽エネルギーの実力を実感してもらうことを目的として、太陽集光装置と同じ原理でもの

を温めることのできる小型ソーラークッカー（太陽熱調理器）の製作を指導した。さらに屋外に大

型ソーラークッカーを設置して、高温を生み出せることを実際の太陽光で示した。小型ソーラーク

ッカー（太陽熱調理器）の製作には約５０名が挑戦し、

太陽エネルギーへの関心向上に役立ったと考えられる。

また、屋外に設置したソーラークッカーは通過する観覧

者の関心を引き、展示意図を説明することによりソーラ

ークッカー製作参加への契機となるケースもあった。次

回は、製作難度を若干上げて幅広い年齢層（～中学生）

の関心を増大させるとともに、屋外のーラークッカーに

よる調理実証など内容改良を図る。 
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【工学部教育研究支援技術センター】 

ジェルキャンドルづくり 

講師：森 圭史朗  技術職員 矢野 康之  技術職員 

 西岡 祐介  技術職員 田之上二郎  技術職員 

小島 丈英  技術職員 濵畑 貴之  技術職員 

    

 

教育研究支援技術センターでは，ゼラチンのように柔らかく透明なジェルワックスを用いて，染

料による着色と装飾品等を加えたオリジナルキャンドルづくりを実施した。ジェルワックスは，常

温ではクリアで透明感がありゼラチンのように柔らかい固形であるが，90℃以上に温めると液体に

なる。参加者には、このジェルワックスを用いてオリジナルのキャンドルを製作してもらい，もの

づくりの楽しさを体験して頂いた。 

ジェルキャンドルの作り方は，まず，ジェルワックスをビーカー（50ml）に入れ，ホットプレ

ートにより加熱して液体にする。ガラス容器には，事前に準備しておいたタコ糸に蝋をしみ込ませ

た芯を針金で芯が立つように加工したものを置き，砂を針金が見えなくなるまで少しずつ入れてい

き芯を固定する。砂を入れ終わった後，装飾品の貝殻を入れる。この間にジェルワックスは溶けて

液体となるので，溶けたジェルワックスに好きな色の液体染料を入れ掻き混ぜて着色する。最後に

着色したジェルワックスを芯が倒れないようにゆっくりとガラス容器に流し込み，しばらく放置し

て固まったら完成となる。ジェルキャンドルの作り方は簡単であるが，ホットプレートによりジェ

ルワックスを溶かして使用するため，火傷等の怪我をしないように注意が必要である。ジェルワッ

クスを扱う際には，参加者に軍手をはめてもらい，火傷しないようにスタッフが細心の注意を払い

ながら作業を行った。 

当日は，可能な限り多くの方々にキャンドル作りを体験してもらうため，広めに作業スペースを

確保し，幼児から御年配の方まで幅広い年齢層の方々に参加して頂いた。参加者にとって，ジェル

ワックスをガラス容器に流し込む作業は，難しかったようで若干手間取っていたが，楽しくキャン

ドルづくりに取組んでいた様子から，このキャンドルづくりを通じてものづくりの楽しさを感じて

頂けたのではないかと思う。 

 

   

 

 

  

完成品 染料による着色 容器への流し込み 
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平成 25 年 11 月 9 日（土曜日）に延岡高校において県北地域進学説明会を実施した。本説明会の

構成は、全体説明会と学科別に行う学科紹介の 2 部構成とした。また、昨年に引き続き、最大 2 学

科の学科紹介に参加できるようにプログラムを構成し、生徒に進路選択に関する多くの情報を与え

ることに務めた。宮崎大学からの参加者は、工学部長、教務担当副学部長、各学科説明等担当教員

7 名、および学生 7 名、教務・学生支援係から 3 名であった。一方、全体説明会には生徒 65 名が

参加し、学科紹介に参加した生徒は延べ 117 名にのぼった。 

県北地域進学説明会では、先ず、参加者全員に対して 7 学科の教育・研究の特徴や取得可能な資

格について、説明を行った。その後、生徒は 7 学科の学科紹介に参加し、習得できる能力、高校時

代に準備しておくこと、卒業後の進路、特徴ある教育・研究について、教員や現役の学生から説明

を受けた。また、学科紹介と同時に保護者への個別相談コーナーも設けており、就職状況、奨学金、

大学生活についての相談を行っている。 

 

 

  

                   学科紹介の様子 

 

  

県北地域進学説明会（平成２５県北地域進学説明会（平成２５県北地域進学説明会（平成２５県北地域進学説明会（平成２５年度）年度）年度）年度）    
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宮崎大学工学部「県北地域進学説明会」プログラム 

２０１３年１１月９日（土曜日） 

延岡高等学校 

 

 

  生徒・進路指導教諭 保護者 

１３：３０～1３：５０ 全体説明会（挨拶、本日の予定案内）  

１３：５０～１４：３０ 

工学部の概要紹介（全体像）および入学者選抜要綱等の説明、質疑応答 

（１号棟２階大会議室にて） 

１４：３０～１４：４０ 

～ 移 動 ～ 

       （ 生徒・進路指導教諭 ）        （保護者）  

１４：４０～１５：１０ 

第１回学科紹介 

教員による説明 20 分 

学生による説明５分 

質問タイム５分 

 

 

 

個別相談会 

１号棟２階 

大会議室 

 

１５：１０～１５：２０ 休憩 

１５：２０～１５：５０ 

第２回学科紹介 

教員による説明 20 分 

学生による説明５分 

質問タイム５分 

１５：５０～ 随時解散（アンケート提出） 

 

 

教室 

環境応用化学科 ２号棟１階 2-7 教室 社会環境システム工学科 ２号棟１階 2-6 教室 

環境ロボティクス学科 ２号棟１階 2-5 教室 機械設計システム工学科 ３号棟１階 2-4 教室 

電子物理工学科 ３号棟１階 2-3 教室 電気システム工学科 ３号棟１階 2-2 教室 

情報システム工学科 ３号棟１階 2-1 教室 
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第５回県北地域進学説明会アンケート集計結果（H25.11.9） 

 

高校名 延岡高校 

延岡工業 

高校 

延岡学園 

高校 

延岡星雲 

高校 

日向工業 

高校 

合計 

比率

(%) 

【参加者属性】 
生徒 42 7 2 1 1 53 

 

 

 

 

保護者      0 

教諭     

 

0 

小計 42 7 2 1 1 53 

【学年】 
１年生 

 

1 1  

 

2 3.8 

２年生 42 5 1  1 49 92.5 

３年生  1 

 

1 

 

2 3.8 

【参加した学科説明会】 

（複数回答） 

環境応用化学科 10 

  

 

 

10 10   

社会環境システム工学科 7 2 

 

 

 

9 9   

環境ロボティクス学科 5 1 

 

1 

 

7 7   

機械設計システム工学科 14 3 2  

 

19 20   

電子物理工学科 13 3 1  1 18 19   

電気システム工学科 14 1 

 

 1 16 16   

情報システム工学科 18 

  

 

 

18 19   

小計 81 10 3 1 2 97 100   

【工学部概要紹介】 
よく分かった 15 3 1 1 1 21 41   

だいたい分かった 25 3 

 

 

 

28 55   

あまり分からなかった 2 

  

 

 

2 4   

得るものがなかった 

   

 

 

0 0   

小計 42 6 1 1 1 51 100   

【学科説明会の内容】 
よく分かった 17 3 1 1 1 23 44   

だいたい分かった 24 4 

 

 

 

28 54   

あまり分からなかった 1 

  

 

 

1 2   

得るものがなかった 

   

 

 

0 0   

小計 42 7 1 1 1 52 100   

 

【事由意見】 

設問：一番印象に残った

こと、もう少しこうすれ

ばいいのにと感じたこ

となどがあれば、意見を

ご自由にお書き下さい。 

 

・もう少し元気に話してくださった方が良い。 

・実験している実際の様子を動画や実演でやっていただけたら良かったです。 

・強制ではなく興味がある人にだけ参加させるべきと思った。 

・もっと学科の説明をたくさん聞きたかった。 

・情報システム工学科の説明がとても興味深かった。 

・各学科紹介で同じ事を聞いたので概要の時に話してくれればもっと良かったと思った。 

・７つの学科がある。就職で機械がとても有利。 

・情報系の道を進むことを考えていたが今回の説明でさらに行きたいという気持ちが強くなった。 

・研究内容とかがとてもわかりやすく聞きやすかった。 

・社会環境システムは公務員になりやすいことがわかった。 

・横断的に学ぶことが一番良いと思った。 

・宮崎大学の入試の仕様などは、パンフレットでもインターネットでも調べられるし、知ることができる

ので、こういう時に話す必要はないと思った。こんな時にしかできない事をもっとしてほしい。 

・情報システム工学科の説明で実際に色々見せてもらえたのが面白かったです。 

・現実味のあることを教えていただきためになりました。 

・宮崎大学環境応用化学科に興味を持った。大学院に行って研究したいと思った。 

・自分が学んでいる機械の知識や技術も大学で生かせるということが新しく知れたので良かったです。 

・大学での選択肢は多いということを改めて実感しました。 

・もっと学校の設備を紹介してほしい。 

・とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。 
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青少年のための科学の祭典 2013 宮崎大会 

企画推進委員会委員・実行委員会委員 菅本 和寛 

 

1998 年に科学技術庁後援で「科学フェスタ'98in 宮崎科学技術館」を開催して以来、2013 年ま

で 15 回の科学の祭典を継続して開催している。夏休みに一人でも多くの青少年に自然科学の面白

さを体験してもらうことを目的としており、昨年の宮崎大会は 9 千人に来場いただいた。 

平成 25 年度の「青少年のための科学の祭典宮崎大会」は 8 月 9 日(金)～11 日(日)の 3 日間で開

催することができた。本大会は(財)宮崎文化振興協会と(財)日本科学技術振興財団が費用を拠出し

ているが、本大会の運営は小・中・高等学校、高専、大学などからの教育指導者で構成される実行

委員会が行っている。これら教育機関からの支援がなければ大会運営は困難である。宮崎大学工学

部には第 1 回大会から支援・協力をいただいている。本年度も教育研究支援技術センターをはじめ

工学部の教職員の協力を願った。子供達にも大好評の演示実験をしていただいたことに、実行委員

として深謝している。同時に、次年度も工学部からの本大会へのご理解、ご協力をお願いする次第

である｡ 

 

 

 

イラスト：さとうちよ 

 

 

 

楽楽楽楽しいしいしいしい実験実験実験実験やややや工作工作工作工作がががが体験体験体験体験できるたくさんのできるたくさんのできるたくさんのできるたくさんの「「「「科学科学科学科学のののの出店出店出店出店」」」」があなたをがあなたをがあなたをがあなたを待待待待っていますっていますっていますっています。。。。

日替日替日替日替わりのメニューもあるのでわりのメニューもあるのでわりのメニューもあるのでわりのメニューもあるので、、、、連日連日連日連日のチャレンジものチャレンジものチャレンジものチャレンジもＯＫ！ＯＫ！ＯＫ！ＯＫ！夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの自由研究自由研究自由研究自由研究のヒンのヒンのヒンのヒン

トになりますよトになりますよトになりますよトになりますよ。。。。さあさあさあさあ、、、、今年今年今年今年のののの夏夏夏夏もももも宮崎科学技術館宮崎科学技術館宮崎科学技術館宮崎科学技術館でででで科学科学科学科学とととと遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！！！！！    

    宮崎科学技術館宮崎科学技術館宮崎科学技術館宮崎科学技術館        

平成平成平成平成 25252525 年年年年 8888 月月月月 9999 日（金）～日（金）～日（金）～日（金）～11111111 日（日（日（日（日日日日））））    

午前午前午前午前 10101010 時～午後時～午後時～午後時～午後 5555 時（開館時間：午前９時～午後５時半）時（開館時間：午前９時～午後５時半）時（開館時間：午前９時～午後５時半）時（開館時間：午前９時～午後５時半）    

1111・・・・2222 階階階階はすべてはすべてはすべてはすべて無料無料無料無料    プラネタリウムのみプラネタリウムのみプラネタリウムのみプラネタリウムのみ有料有料有料有料    
※※※※特別料金特別料金特別料金特別料金    大人大人大人大人 210210210210 円円円円    子子子子どもどもどもども 100100100100 円円円円    

[[[[主催主催主催主催]]]] 

「青少年のための科学の祭典 2012 宮崎大会」実行委員会、公益財団法人 宮崎文化振興協

会 宮崎科学技術館、公益財団法人 日本科学技術振興財団・科学技術館 

[[[[後援後援後援後援]]]]    

宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会、宮崎県小学校教育研究会理科部会、宮崎県中学

校教育研究会理科部会、宮崎県高等学校等教育研究会理科部会、宮崎県高等学校等教育

研究会工業部会、宮崎大学（教育文化学部・医学部・工学部・農学部）、株式会社 ナリカ、

文部科学省、経済産業省、全国科学館連携協議会、全国科学博物館協議会、 、日

本物理教育学会、日本生物教育学会、日本地学教育学会、日本基礎化学教育学会、日本

科学教育学会、日本理科教育学会、一般社団法人日本地質学会、日本生物物理学会、一

般社団法人日本物理学会、公益社団法人応用物理学会、公益社団法人日本化学会、一般

社団法人日本機械学会、公益社団法人日本アイソトープ協会、公益社団法人日本理科教育

振興協会、一般財団法人日本私学教育研究所、公益社団法人日本植物学会、公益社団法

人日本動物学会、公益社団法人日本天文学会、公益社団法人日本工学会、一般社団法人

電気学会、日本エネルギー環境教育学会    

 
 

 

物理、化学、生物、地学、環境、エネルギー領域

に関わる展示物、演示実験や工学、農学、医学分野

など科学技術に関わる展示物、演示実験やワークシ

ョップなどを実施しました。たくさんのご来場あり

がとうございました。 

 

青少年のための科学の祭典実行委員会 

 

青少年のための科学の祭典青少年のための科学の祭典青少年のための科学の祭典青少年のための科学の祭典    ２０１３２０１３２０１３２０１３宮崎大会の報告宮崎大会の報告宮崎大会の報告宮崎大会の報告    
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【青少年のための科学の祭典 2013 宮崎大会】 

「ブルブル昆虫ロボットをつくるっちゃが!｣報告 

環境ロボティクス学科 川末 紀功仁 

 

実施日 平成２５年８月９日（金）～１１日（日） 

 地域の子供たちの科学への興味や関心を引くために、２日間研究室のブースを設置した。研究室

の研究テーマであるロボットの応用として、「ブルブル昆虫ロボットをつくるっちゃが」と題した

小型ロボットの製作を子供たちと一緒に行った。振動モータを利用した昆虫ロボットを題材にした。

製作対象は振動モータとリチウム電池を取り付けた４×３cm 程度の回路基板に、子供達が自由な

発想でデザインした昆虫の絵を貼り付けた物である。祭典の開催と同時にたくさんの体験希望者が

あり、開催３０分後には夕方までの予約がうまってしまう程の人気があった。 

 ロボットの動作原理は、重心を若干偏心させたロボットを小型振動モータで振動させることによ

って前進させるものである。通常のおもちゃは車輪で移動する物が多いのに対し、今回製作したロ

ボットは車輪を使用せずに振動のみで移動するため子供達には興味があったようである．展示ブー

スからずっと離れないお子さんもいた。 

 このような子供たちとの交流活動は、研究室の研究内容やおもしろさを少しでも一般の人に知っ

て頂くよい機会であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実施風景                    製作した昆虫ロボット  
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【青少年のための科学の祭典 2013 宮崎大会】 

「香るビーズを作ろう」 

工学教育研究部／宮崎県理科・化学教育懇談会 菅本 和寛 

教育研究支援技術センター 斎藤 泰男・田之上 二郎 

 

 8 月 9 日～8月 11 日の 3日間「青少年のための科学の祭典 2013 宮崎大会」に出展した。 

我々は「香るビーズを作ろう」というテーマで実験を行った。実験は，好評であり，連日順番待

ちができるほど賑わい，3 日間で合計 600 名以上の子供達が実験を体験してくれた。実験方法等は

以下の通りである。 

●どんな実験なの？ 

100 円ショップで売っている器具だけを使って蒸留器を組み立てます。この蒸留器を使って市販

のハーブからハーブウォーターを作ります。ハーブウォーターは，フローラルウォーターとも呼ば

れており，市販もされている良い香りのする蒸留水です。ルームフレッシュナー，洗濯の香りづけ，

入浴剤などとして利用されています。取り出した香り（ハーブウォーター）を昆布のネバネバの成

分（アルギン酸）に閉じ込め，オリジナルの香るビーズを作ります。 

●実験のしかたとコツ 

【ハーブウォーターの作りかた】 

(1)ステンレスのカップにハーブとお湯を入れ，

中央にぐい飲みを置きます(図 1)。 

(2)じょうごと逆さにしたフタをカップの上に

のせ、フタの上に氷をのせ、ホットプレートで

温めます(図 2)。蒸気と一緒に香りが揮発し，

カップで冷やされ香りのする水滴になります。

水滴はじょうごを伝わって下に落ちハーブウ

ォーターがぐい飲みに溜まります。 

【香るビーズの作りかた】    

(1)ハーブウォーター1 cm

3

とアルギン酸ナトリウムの水溶液 4 cm

3

をコップに

入れ、よくかき混ぜます。 

(2)塩化カルシウム水溶液を入れたカップに上記の溶液をピペットでゆっくり

滴下します(右図)。 

(3)できたビーズを茶こしですくえば香るビーズのできあがりです。 

 

   

図 3. 実施風景  

 

図 1.上から見た図. 

 

図 2.ハーブウォーター

製造の様子. 
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【青少年のための科学の祭典 2013 宮崎大会】 

「ハンダゴテをつかって工作回路にチャレンジしてみよう！」 

                      教育研究支援技術センター 

                        森圭史朗，矢野康之，西岡祐介，高塚佳代子 

                        小島丈英，濵畑貴之，金丸慎太郎 

 

 工学部教育研究支援技術センターでは，8 月 9 日より宮崎市科学技術館にて開催された「青少年

のための科学の祭典 2013 宮崎大会」に 8 月 10 日と 11 日の 2 日間，ワークショップ形式での出展

を行った。今年の出展内容については，普段の生活にも使える身近なものを選択し，子供達にハン

ダ付けを行う際のコツを学んでもらうと同時にものづくりの楽しさや面白さを体験してもらうた

めに AM ラジオの製作を実施した。 

今回の出展物は，トランジスタと同様の形をしたラジオ IC を使い，ラグ板にラジオ IC の他，抵抗

やコンデンサ等の電子部品を取り付け，単三電池 1 つで AM ラジオ放送が受信可能な回路工作を準

備した。準備した回路工作の作業工程は，まず，事前に配線を施した平ラグ板にラジオ IC やコン

デンサ等の電子部品類，バリコン，アンテナをハンダ付け作業で全て取り付ける。ハンダ付けによ

る部品取り付け作業が終了後，製作した回路を加工したケースの中に格納し，ドライバーでネジと

ナットを使い固定できたら完成となる。回路を格納するためのケースは，工学部ものづくりセンタ

ーに協力してもらい加工して頂いた。回路工作は，小中学生にとって初めてハンダゴテを使う機会

になると考えられるため，平ラグ板には事前に配線を施し，ハンダ付け箇所は部品取り付けのみに

絞った簡単な作業で回路工作を行ってもらえるようにした。また，ハンダゴテの熱により素子を傷

めて失敗することがないように製作マニュアルも図や写真を中心とした分かり易いものを準備す

ることにした。 

当日は，部品の不具合や取り付け間違い等のトラブルが若干発生したが，最終的には全ての参加者

（2 日間で 79 名）に対し動作確認済みの完成したラジオを提供することができた。参加者のほと

んどは，ハンダゴテを使った回路工作は初めての経験であったため，作業開始時はハンダ付け作業

が思うようにいかず多少時間がかかっていたが，回路が完成する頃にはスムーズなハンダ付け作業

を行えるようになっており，AM ラジオ製作を通じてハンダ付けする際のコツを掴んで頂けたので

はないかと思う。製作後，参加者にお願いし協力して頂いた感想や要望には，「難しかったけど楽

しかった」や「面白かった」という内容が大半を占めていた。したがって，今回の AM ラジオ出展

において，子供たちへものづくりの楽しさや面白さを伝えることができたのではないかと思われる。 

 

   

 

 

出展ブースの様子 製作風景 完成品 
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図 1 オリジナル芳香剤 

【青少年のための科学の祭典 2013 熊本大会】 

「オリジナル芳香剤を作ろう」 

                 工学教育研究部／宮崎県理科・化学教育懇談会 菅本 和寛 

                   教育研究支援技術センター 斎藤 泰男・田之上 二郎 

 

8 月 17 日～8 月 18 日の 2 日間「青少年のための科学の祭典熊本大会 2013」に初めて出展した。 

我々は「オリジナル芳香剤を作ろう」という保冷剤を再利用するテーマで実験を行った。保冷剤

の中身を取り出し色を付けたりシールでデコレートし香り付けてオリジナル芳香剤を作る実験を

実施した。グランメッセ熊本を貸し切って実施された本大会は非常に大規模で入場者が 2 日間で 3

万 7 千人であった。実験は，好評であり，連日順番待ちができるほど賑わいかなり忙しく，2 日間

で合計 600 名以上の子供達が実験を体験してくれた。実験方法等は以下の通りである。 

●どんな実験なの？ 

ケーキやアイスを買うとお店で入れてくれる「保冷剤」。冷凍庫に入れると堅いですが室温に戻

すとプヨプヨ。この保冷剤の中には「高吸水性ポリマー」が入っています。高吸水性ポリマーは「紙

おむつ」などに入っている水を吸う高分子。わずか数グラムで 1 リットルの水を吸収できます。高

吸水性ポリマーは保水性，吸引性，ゲル化力などの特性があるためゲル芳香剤としても利用されて

います。今回の実験では保冷剤から高吸水性ポリマーを取り出し，色と香りを付けてオリジナルの

芳香剤を作ります。 

●実験のしかたとコツ 

(1)保冷剤から中身を取り出し適量プラスチックのコップに入れる。 

(2)好きな香りを入れ，割り箸等で良くかき混ぜる。  

(3)水性絵の具を少量入れ，割り箸等で良くかき混ぜる。 

(4)工夫すれば色々な色を重ねることができ，カラフルな

芳香剤ができる。 

(5)シールや，ビー玉等を入れて飾り，オリジナル芳香剤

を作る（図 1）。 

(6)香りは 1 種類だけを少量入れましょう。香りを混ぜた

り，大量の香りを入れると臭いがきつくなります。 

●気をつけよう 

・本品は食べられません。 

・小児の手の届かないところで保管および使用してください。 

・本品を鼻先で直接吸い込まないでください。 

  

 

図 2 実施風景 
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宮崎大学産学・地域連携センター 兼任教員 

宮崎サイエンスキャンプ実行委員 山内 誠 

 

「宮崎サイエンスキャンプ（科学どっぷり合宿）」は、宮崎県の「科学夢チャレンジ事業」のう

ちの一つとして開催されているもので、その目的は、合宿による先端科学技術体験学習を通して、

中・高校生の理科への興味・感心を高めるとともに、新たな科学技術の創造への夢と意欲をもたせ

ることである。宮崎大学はこの事業に全面的に協力しており、今年度も工学部、農学部及び医学部

で体験学習が行われた。 

なお、「科学夢チャレンジ事業」は、宮崎県の小・中・高等学校及び大学の理科教育に関係する

教諭、校長、教員及び教育委員会の職員がその推進委員となって、小学校から大学まで連携した事

業であり、宮崎県の極めて独創的な活動である。 

 

記 

日時：平成 25 年 8 月 6 日から 8 月 9 日 （宿泊場所：青島青少年自然の家） 

     8 月 6 日      11 時 00 分   開会行事         （宿泊場所） 

              12 時 30 分   オリエンテーション    （宿泊場所） 

     8 月 7 日及び 8 日   9 時－16 時  体験学習         （宮崎大学） 

              20 時 00 分   講習会          （宿泊場所） 

     8 月 9 日       9 時 00 分   感想発表会        （宿泊場所） 

              12 時 30 分   閉会行事         （宿泊場所） 

体験学習場所：宮崎大学工学部、農学部、医学部 

        各学部４講座で体験学習； 合計１２講座 

対象者・参加者：宮崎県内全域の中学校及び高校からの希望者５０名（中学３年生３１名、 

高校１年生１３名、高校２年生６名）の生徒が参加した。 

 

内     容： 

受講生は青島青少年自然の家を宿泊場所として、初日の研修では、各学部で開催される講座内容

を中心とした研修を受講した。2 日目と 3 日目の昼間は 9 時から 16 時まで上記の学部の実験室で

科学実験を体験した。工学部では「ロボットとセンサー」、「奇想天外の発想を現実に(3 次元モデ

ルづくりへのお誘い)」、「LED を用いた光通信の実験」、「放電プラズマの特徴とその有効利用」

の４講座が、農学部では、「トマトのヒミツ トマトのおいしさや栄養を測ってみよう」、「身体

の神秘！ 外界からの刺激に応答する身体の仕組みを学んでみよう」、「海洋環境と微生物の生態

を調査してみよう」、「日本人ノーベル賞の技術に振れよう」の４講座が実施された。また、医学

部では「救急医療を体験してみよう。 ～あなたも山ピーになれる～」、「私たちの暮らしの中に

いる微生物」、「医学研究入門」、「細胞の不思議をミクロの目で科学する -多様で多彩な細胞

たちを観てみよう-」の４講座が実施された。受講生はこれらの実験講座の中から自分の興味ある

２つの講座を選択し、１日につき１つの講座を体験学習した。また、夜の講習会では各学部から教

宮崎県「科学夢チャレンジ事業」の「宮崎サイエンスキャンプ」宮崎県「科学夢チャレンジ事業」の「宮崎サイエンスキャンプ」宮崎県「科学夢チャレンジ事業」の「宮崎サイエンスキャンプ」宮崎県「科学夢チャレンジ事業」の「宮崎サイエンスキャンプ」    
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員や院生・学生が参加し、大学での学習、研究や生活などについて受講生との懇談を行なった。工

学部からは５名の大学院生、１名のＯＢと１名の教員が参加した。 

受講生アンケートによると、「最初は不安だったが、他校の生徒と仲良くなったり、大学院生が

親切に対応してくれたりして不安感は無くなり楽しかった。」、「教授と学生とが仲良く、楽しそ

うに研究しているのに感心した。」などの感想が寄せられ、すべての生徒が満足してくれたようで

ある。 

 

 

工学部で開講された４つの講座の題目、担当者及び受講生へ案内した内容工学部で開講された４つの講座の題目、担当者及び受講生へ案内した内容工学部で開講された４つの講座の題目、担当者及び受講生へ案内した内容工学部で開講された４つの講座の題目、担当者及び受講生へ案内した内容    

    

題目：「ロボットとセンサー」 

担当：川末 紀功仁 教授（環境ロボティクス学科） 

内容：研究室で開発しているロボットビジョン（ロボットの目）の体験やロボットの組立講座を実

施します。ロボットの目で見るとどのように見えるのか？人間の目とどのように違うのかを

体験してもらいます。また，講座で製作するロボットは搭載したセンサーの種類やパズルに

似た簡単なプログラミングに応じて様々な動作を行うことができます。講座を受講すること

によってロボットを身近に感じてもらうと共に「ものづくり」の楽しさを知ってもらうこと

を目的としています。 

 

題目：「奇想天外の発想を現実に(3 次元モデルづくりへのお誘い)」 

担当：鄧 鋼 教授（機械設計システム工学科） 

内容：午前中は設計現場で世界的に多く利用されている3次元CADソフトの簡単な利用を体験し、

独自の発想で小物を作ることも予定しています。参加予定者は事前に作りたいもののスケッ

チを描いて持参してください。例として、コマ、キーホ ルダー、携帯用ストラップ、中学

校・高校のシンブルマークなど、ユニークな発想で考案してください。ただし、時間の関係

で設計案の修正 などもあります。午後には 3 次元モデル製作機（3 次元プリンタ）を使っ

て各自が設計した小物を作ります。同時に、つまようじとプラスチック部品で東京スカイツ

リーオブジェの組立にも挑戦し，手作りの楽しさを体験していただきます。なお，制作した

作品は全て持ち帰ることができます。 

 

題目：「LED を用いた光通信の実験」 

担当：横山 宏有 助教、碇 哲雄 教授（電子物理工学科） 

内容：きれいなイルミネーションやエコな照明に利用されている LED（エル・イー・ディー）は

発光ダイオード（Light Emitting Diode）と呼ばれる発光素子です。皆さんの中には、この

LED と太陽電池の基本的な構造が同じであるため、LED に光を当ててあげると発電する事

を知っている人もいると思います。今回はこの LED や太陽電池で使用されている基本構造

である「pn 接合」とその材料になっている「半導体」について学習するとともに、発光・

発電の様子を LED を用いた光通信を使って実習します。この時に使用する光通信用の実験

装置は皆さんと一緒に簡単な電子工作で製作します。また、光はその色によって異なるエネ

ルギーを持っていますが、使用する LED の発光色を変化させて送受信させることで光の持

つエネルギーについても学習します。 
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題目：「放電プラズマの特徴とその有効利用」 

担当：迫田 達也 教授（電気システム工学科） 

内容：『炎のように見えるけど、ロウソクに接触させてもロウソクに火は灯らない。これは何？』

本講座では、まず、実験（ロウソクの実験, プラズマの発光観測）をとおして放電プラズマ

の特性を学習します。次に、放電プラズマ源を自作しましょう。この放電プラズマ源を利用

して、環境浄化に貢献できるプラズマによる脱色実験を行うとともに、医療・バイオへの応

用も進む放電プラズマについて学習しましょう！ 

 

実施風景実施風景実施風景実施風景    
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宮崎大学産学・地域連携センター 兼任教員 

北高ＳＳＨ運営指導委員  山内 誠 

 

宮崎県立宮崎北高等学校はこれまでの 9 年間につづき、平成 24 年度からの 5 年間も文部科学省

からスーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を受けている。本学では同高校からの協力要

請に基づき、工、農、教育文化学部からそれぞれ 1 名の運営指導委員が委嘱され、その運営に協力

している。 

北高の SSH における研究課題は「科学的な探究方法の学びや体験をとおして、事象や原因を客

観的に捉え解明しようとする態度や論理的な思考力を身につけさせるとともに、国際的な視野に立

って自らの考えを発信し、将来、科学の発展に寄与できる人材の育成をめざす教育課程や指導方法、

及びその研究成果の普及に係る研究開発」となっており、その取り組みの中で、学校設定科目の一

つ「科学探求」における研究指導や高大連携として、高大接続を目的とした「高大ブリッジシステ

ム」の研究・実践、SSH 研究成果の県内他校への普及を目的とした「課題研究研修会」について

宮崎大学工学部が協力している。 

 

記 

 

 

平成２５年度 宮崎北高等学校 SSH に対する協力 

1．運営指導委員会 

    第 1 回 平成 25 年 7 月 30 日  宮崎北高等学校 尚志館 

    第 2 回 平成 26 年 3 月 17 日  宮崎北高等学校 尚志館 

           今年度は日程の都合がつかず、いずれも欠席 

   

2. 「サイエンス科学習合宿」指導 

    平成 25 年 6 月 29 日 15:30 ～ 17:00  宮崎青島青少年自然の家 

       対象 ：サイエンス科 1～3 年生 116 名 

       指導者：電子物理工学科担当  山内 誠 教授 

 

3．推薦入試合格者への入学前指導内容の指定 

例年、宮崎大学のセンター試験を課さない推薦入試に合格した北高の生徒に対し、入学までに

重点的に学習してほしい内容を入学予定学科が指定しているが、今年度は北高からの連絡がなく、

実施していない。ただし、工学部ではすべての推薦入試合格者に対し、入学前に工学教育基礎セ

ンターが数学、物理の課題を課している。 

 

  

宮崎北高等学校宮崎北高等学校宮崎北高等学校宮崎北高等学校スーパースーパースーパースーパーサイエンスサイエンスサイエンスサイエンスハイスクールハイスクールハイスクールハイスクールへの協力への協力への協力への協力    
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宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校では「総合的な学習」の時間を活用して、中学生に科学の面

白さや奥深さを伝え、将来、科学の分野で世界をリードする生徒の育成を目指した「探究」の時間

が設定されている。この講義の実施に際し、宮崎大学には 6 件の講義担当依頼があり、工学部から

は下記のとおり 2 件の講義を担当した。 

 

記 

 

平成 25 年度 宮崎西高等学校附属中学校への講義 

 

 

平成 25 年 10 月 31 日 

「原子核と放射線～ ミクロな世界からマクロな世界まで～」工学基礎教育センター前田幸重助教 

 

【講義内容】 

2013 年 10 月 31 日に宮崎西高等学校附属中学校

視聴覚室にて 2 年生 78 名を対象として講義と実験

を行った。前半の講義では、まず原子・原子核・素

粒子とは何なのかを解説し、この宇宙に存在する

100 種類近い元素の原子核は星の内部で合成され

た事を紹介した。後半の実験では、ヨウ化ナトリウ

ム（NaI）サーベイメーターを用いて生徒に放射線

測定を体験させた。生徒達は積極的に、室内の環境

放射線量や、食物や人体に含まれる塩化カリウム、

ランタンのほや等の身近な物から出る放射線の測定に参加した。またアルミニウム、銅、鉛を用い

て金属による放射線の遮蔽効果の測定を行い、放射線と物質の相互作用に関する考察を促した。生

徒たちは地上生活において日常的に放射線を浴びている事に驚くと共に、測定によってそれを体感

できることに強い関心を示していた。 

 

  

宮崎西高等学校附属中学校への協力宮崎西高等学校附属中学校への協力宮崎西高等学校附属中学校への協力宮崎西高等学校附属中学校への協力    
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平成 25 年 11 月 7 日 

「太陽電池について」電子物理工学科 吉野 賢二 准教授 

 

【講義内容】 

平成 25 年 11 月 7 日に、宮崎西高等学校附属中学校 2 年生 80 人が宮崎大学に来学し、講義を行

った。 

最初にプレゼンテーションルーム（D204）にて、「環境エネルギー問題」「太陽光発電の基礎知

識」「太陽光発電の将来」「宮崎大学の取り組み」などの講義を質問形式で行うと、石油の寿命が長

くないことにとても驚いていたようである。その後、集光システムやビームタウンの見学を行った。

今回は施設の中まで入って見学した。普段では間近で見る事の出来ない大型装置に興奮した様で、

色々な質問を受けた。 

宮崎大学の取り組みにも感動していたようで、彼らの中から、将来宮崎大学に進学してくれる生

徒が出ることを期待している。 
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ネットワーク担当（数学）・基礎教育センター 

梅原守道 

 

本ネットワークは、高等学校と宮崎大学工学部との教育に関する様々な連携活動を踏まえ、平成

１８年に設立されました。今年も各部会（物理・化学・数学・工業系）において継続して高大連携

が進められました｡各部会の活動のより詳しい報告等は専用の web ページ（宮崎大学工学部のトッ

プページに入り口があります）に掲載していますので、是非ご覧ください｡ 

 

高等学校と宮崎大学工学部との教育ネットワークに関するページ 

http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/eng-network/index.html 

 

本稿では以下、今年（平成２５年１月～１２月）の主な取り組みから概要を紹介します。 

 

１．教科間の連携を模索（物理、数学） 

物理部会の活動の一環として｢高等学校と大学との物理教育に関する連絡会｣を実施している。こ

の連絡会では、毎回、授業上の工夫点や教材の紹介など数名の教員（大学・高校）の発表や企画講

演会などが行われている。ここ最近は、「物理と数学の連携について」をメインの協議題として情

報交換や議論を続けている。第１９回連絡会（平成２５年３月実施）では「物理と数学の連携推進

ワーキンググループ」の設置について議論が進められ、その後ワーキンググループの発足に至った。

第２０回連絡会（平成２５年７月実施）ではその第１回及び第２回会合の様子が報告された。第２

１回連絡会（平成２５年１２月実施）では、継続協議・作成中の「高校物理で躓く数学事例集」に

ついて議論を深めた。その他、物理実験機器の活用方法の検討などを目的とした基礎的な物理実験

（超音波の波長の測定／電子回路の制作など）の体験実習（第１９回連絡会）や、学習指導要領の

改訂に伴う勉強会（内外から講師を招いての講演会）（第２０、２１回連絡会）など、各回で充実

した議論がなされた。 

 

２．高大連携協議会の開催（工業系） 

工業系部会の活動として、機械系と電気系のそれぞれにおいて、工業高校と宮崎大学工学部の対

応する学科との間で協議会を継続して実施している。平成２５年の主な協議内容を以下の通り紹介

する。 

 

○機械系：平成２５年１１月２２日（於 宮崎工業高校） 

デザイン課題に関する授業の相互乗り入れについて、４月に課題を大学側が発表し、高校生の

参加者を募ることとした。高校でのインターンシップについて、高校教員を目指す大学生からイ

ンターンシップの希望が出た場合はその旨高校側へ連絡することとした（宮崎県が実施している

スクールトライアルを利用できることが確認された）。また、大学の研究室での体験入学につい

て、高校生から希望があれば体験入学を検討することとした。 

高等学校と宮崎大学工学部との教育ネットワーク高等学校と宮崎大学工学部との教育ネットワーク高等学校と宮崎大学工学部との教育ネットワーク高等学校と宮崎大学工学部との教育ネットワーク    
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○電気系：平成２５年１０月２２日（於 宮崎工業高校） 

①今年度分も含めて近年の推薦入試における出願数の状況説明 

②電気システム工学科一年生の現状報告と教育の取組について紹介 

③工業高校の現状報告や要望等 

④高大連携の必要性と連携事業の取組の進捗と意見交換 

・出前講義の更なる充実 

・推薦枠の検討 

・進学説明会等、実施時期の検討 

・会社等で行なわれているインターンシップのようなものを大学でできないかの検討を進め

た。 

・ソーラーカーの製作等、高校にはノウハウがあるので大学生も参加したモノづくり連携は

可能であり、双方で受け入れ可能であり、今後、設備の紹介をしあうなど、情報の共有化

を図ることとした。 

また、他学科の教員であっても電気系の大学教員に出席して頂くことが望ましい旨の意見

があった。 
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 宮崎大学では、本学の教育研究について地域の理解を深めることを目的として、高等学校や高等専門学校

に本学教員が出向いて講義を行う「出前講義」を行っています。学問の最先端の話題や魅力についての紹介

や、本学の入学者受け入れ方針・教育目標について説明します。高等学校と本学との連携の一環として、お気

軽に御利用ください。申し込み・お問い合わせは宮崎大学学生支援部入試課までお願いします。 

 平成２５年に工学部の教員が行った研究内容の講義および工学部の案内(進学説明を含む)を紹介します。 

 

題   目 ナノミスト噴霧器の開発とその応用 

 担当教員  電気システム工学科 淡野 公一 

 日時 講義先  ６月５日 10:50～12:40  宮崎県立妻高等学校  ３１名 

 講義内容 

  まず，工学部の学科編成や取組んでいる主な研究について説明した後，電気システム工学科につ

いて説明した。その後，集積技術研究室で取組んでいるナノミスト噴霧器の開発とその応用と生体

信号処理のための LSI 開発に関する研究について詳しく説明した。９割以上の時間を研究内容の説

明に費やした。 
 

 

題   目 環境応用化学科（特に生物環境化学分野）の研究紹介 

 担当教員  環境応用化学科 林 幸男 

 日時 講義先  ６月１５日 10:30～12:10  鹿児島県立鹿屋高等学校  １５名 

 講義内容 

  DVD とパワーポイントを用いて、工学部と環境応用化学科（特に生物環境化学分野）の研究紹介

を行った。 

 

 

題   目 自然エネルギーから竜巻研究へ 

 担当教員  環境ロボティクス学科 宮城 守弘 

 日時 講義先  ７月２０日 10:40～12:30  宮崎県立日向高等学校  ２６名 

 講義内容 

  高校側希望の新エネルギーの内、講師の水力エネルギー利用研究を学生時代から最近の共同研究

まで、概要説明した。その中で、エネルギー保存則（ベルヌーイの式）が度々解析に利用され、竜

巻の流れもエネルギー保存則を満足すべきと考えるなら漏斗雲を手がかりに風速が推定できるこ

と（現在取り組んでいる研究）を説明した。 

 

 

題   目 最先端の人工光合成の研究について 

 担当教員  環境応用化学科 白上 努 

 日時 講義先  ７月２４日 14:45～15:35  日南学園高等学校  ８０名 

 講義内容 

  太陽光エネルギーを有効に利用している緑色植物の光合成のしくみを解説し、それを人工的に行

う研究に関する内容を解説した。また、理科系の大学生活の様子や心得に関する話も行った。 

 

出前講義（平成２５年度）出前講義（平成２５年度）出前講義（平成２５年度）出前講義（平成２５年度） 
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題   目 微生物を使って何が出来るか 

 担当教員  環境応用化学科 宮武 宗利 

 日時 講義先  ８月２１日 10:40～12:30  宮崎県立日向高等学校  １５名 

 講義内容 

  微生物を利用した環境保全と機能性物質の生産に関して、講師自身の研究を踏まえて講義をした。 

 

 

 題  目 ワンボードマイコンによる制御 

 担当教員  環境ロボティクス学科 佐藤 治 

 日時 講義先  ９月１２日 13:30～16:30  宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 １５名 

講義内容 

  フォレストピア体験学習（50分授業：3コマ）として, 
① オープンキャンパス模擬授業（8/9，8/10）「よりよい生活のためのロボット技術：自動車の

ロボット化（組込みマイコン80個：衝突防止の編集ビデオ）」を液晶プロジェクタで説明 
② 持参した2台のマイコンで「2進数→10進数→16進数に変換する課題」の体験学習後にステ

ップモータ回転速度制御と音楽演奏（荒城の月，夜空のムコウ）の説明と実演 
③ 最適制御（パソコン：リアルタイム計算）の実演と計算結果のアニメーション表示 
④ ロボット班（9名，4班）レポート「センサーの処理時間（10msec以上）を考慮した低速走

行の特性」「平地での路面抵抗が少ない車輪・大と登り斜面で有利な車輪・小の使い分け」「

布等の対象物では異なる超音波センサーの特性」に関するアドバイス 
等を行った。 
 

 

 題   目 自然現象にみられるパターンの解明と数学の関わり 

 担当教員  工学基礎教育センター 辻川 亨 

 日時 講義先  ９月１２日 13:30～16:30  宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 １２名 

講義内容 

  始めに、数学は前提から演繹的に帰結される事項を体系的に研究する学問であることを、数学と

の関わり合いから平易に解説した。次に、最近の研究内容を数値シミュレーション結果などを使い

ながら解説した。最後に、パズルを数学的な見地から考察することを学生への課題として与え、最

後にグループでの討論結果を学生がプレゼンした。 

 

 

 題   目 脳のソフトウェア ― 情報科学・数理工学の立場から 

 担当教員  情報システム工学科 伊達 章 

 日時 講義先  ９月２０日 8:45～12:15 宮崎県立宮崎西高等学校  ５５名 

 講義内容 

  人の記憶のメカニズムについては不思議な点が多く，情報科学からみて興味のある問題はほ

とんど解明されていない．今回，脳のはたらきを，数理モデルを使って研究する方法を紹介し

た．また，情報工学系の学科では，どういうことを学べるかについても紹介した． 
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 題   目 固体の物理と材料開発（LEDはなぜ光る？） 

 担当教員  電子物理工学科 齋藤 順雄 

 日時 講義先  ９月２０日 8:45～12:15  宮崎県立宮崎西高等学校  ５８名 

講義内容 

  ＬＥＤの発光原理と材料開発の歴史について説明した後で、その基礎となる半導体接合ダイ

オードについて、配布したプリントも用いて説明した。なお、具体的な理解を容易にするため

に、ディスプレイユニット（発光色の異なる数種類のＬＥＤ部品を組み合わせたデモ用パネル）

を講義中に回覧し、発光箇所とその様子を観察させて興味を喚起させた。 

 

 

題   目 ロボットの研究紹介 

 担当教員  環境ロボティクス学科 川末 紀功仁 

 日時 講義先  ９月２０日 8:45～12:15  宮崎県立宮崎西高等学校  ５６名 

 講義内容 

  環境ロボティクス学科におけるロボットに関する研究について、ロボットビジョンおよび

イノシシ対策ロボット等の紹介を行った。 

 

 

題   目 電波流星観測および流星について 

 担当教員  電子物理工学科 前田 幸治 

 日時 講義先 ９月２６日 13:30～16:30  宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校  ２５名 

講義内容 

  5時限目 流星とは何か、流星観測から分かること、様々な流星観測方法について講義。6

時限目 電波流星班の4，5年生に赤緯と緯度と輻射点高度の関係について講義を行った。7

時限目 電波流星観測装置であるアンテナ、受信機、ソフトウェアの調子が悪いのでセッテ

ィングなどの調整、アドバイスを行った。 

 

 

題   目 オーロラ発生装置 

 担当教員  電子物理工学科 森 浩二 

 日時 講義先  ９月２６日 13:30～16:30  宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 １０名 

講義内容 

  五ヶ瀬中等教育学校の学生が使用しているオーロラ発生装置の真空度が電圧印加と供に悪化して

しまうという問題点について、再現実験をおこないながら電極クリップ部に貼ってあるセロハンテ

ープからのアウトガスが原因であることを特定した。 
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題   目 あなたも食べてる？身の回りの超分子 

 担当教員  環境応用化学科 大島 達也 

 日時 講義先  １０月２日 15:20～16:10  宮崎県立小林高等学校  ２００名 

講義内容 

  超分子の定義について紹介し、身近に利用されている超分子の例として、環状包接化合物のシク

ロデキストリンが芳香剤、柔軟剤、食品、サプリメントなどに利用されていることをテレビCMをま

じえて紹介した。関連して、宮崎大学で実施しているサプリメント製剤の研究紹介を行った。 

 

 

題   目 ものの強さや変形を考える－材料力学－ 

 担当教員  機械設計システム工学科 河村 隆介 

 日時 講義先  １０月２日 13:20～14:20  大分県立大分雄城台高等学校 ３０名 

講義内容 

  機械工学の専門分野の１つである材料力学について授業を５０分間行った。また、工学部の学科

紹介や機械設計システム工学科の概要について１０分間説明した。生徒から進路選択上で役に立っ

た、大学に対する気持ちが強くなった等、感想を得た。 

 

 

題   目 最新の水処理技術 泡で汚れた水をきれいに！ 

 担当教員  社会環境システム工学科 鈴木 祥広 

 日時 講義先  １０月1９日 9:30～12:10  宮崎県立都城西高等学校  ３６名 

講義内容 

 ・新学科である社会環境システム工学科の学科紹介 

 ・泡を利用した最新の水処理技術について，研究の経緯，重要な科目等を交えで講義 

 

 

題   目 あなたも食べてる？超分子 

 担当教員  環境応用化学科 大島 達也 

 日時 講義先  １０月２５日 14:40～15:30  宮崎県立福島高等学校  ２０名 

講義内容 

  超分子の定義について紹介し、身近に利用されている超分子の例として、環状包接化合物のシク

ロデキストリンが芳香剤、柔軟剤、食品、サプリメントなどに利用されていることを紹介した。関

連して、宮崎大学で実施しているサプリメント製剤の研究紹介を行った。 

 

 

 

 

 

 

 



－ 60 － 

題   目 産業界の動向と「ものづくり」のための技術者 

 担当教員  機械設計システム工学科 中西 勉 

 日時 講義先  １１月９日 10:00～11:50  宮崎県立宮崎北高等学校  ５１名 

講義内容 

  「一般教養・知識を深める」「進路指導の一環」というカリキュラムでの位置づけに対して、まず

、「ものづくり」と関連がある「産業界の動向」と「技術者の教育」について、現状を説明した。

次に、工学系学部で学ぶ具体的な専門科目「トライボロジー」を模擬講義した。 なお、本講義に

おいては、テキストとして、オリジナルの資料集を配布した。 

 

 

題   目 環境に優しい有機化学の確立を目指して 

 担当教員  環境応用化学科 菅本 和寛 

 日時 講義先  １１月１４日 11:15～16:25 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 １４名 

 講義内容 

  学部紹介と学科紹介を中心に説明した後，自分の研究内容を分かりやすく講義した。午後からは，

学生が取り組んでいる総合的な学習の一環であるフォレストピア学習の中間発表会に参加し，学生

達の研究内容について議論した。 

 

 

題   目 よりよい生活のためのロボット技術 

 担当教員  環境ロボティクス学科 佐藤 治 

 日時 講義先  １２月７日 10:30～12:00  宮崎県立日南高等学校  １０名 

講義内容 

  宮崎県立日南高校「第2回分野別教養講座（13テーマ）」の一部として,（45分×2コマ）90分の時

間内で 

① 自動車のロボット化（組込マイコン80個：衝突防止編集ビデオ）」を液晶プロジェクタで説明 

② 世界一九州 (2013-10-6放送/FARG/宮大/田村准教授) ビデオ（4分間）を液晶プロジェクタで説

明 

③ 持参した2台のマイコンで「2進数→10進数→16進数に変換する課題」の体験学習後 

8015 3E○○ (MVI ○○H)に生徒が打ち込んだ数によるLED-8個の点滅の実演 

8004 c2 04 81（JMP 8104）【ステップモータ回転速度制御】 

8004 c2 04 82（JMP 8204）【音楽演奏（荒城の月，夜空のムコウ）】の実演 

によって，１行を書き換えるだけで，2種類のプログラム選択できることを説明。 

④ 最適制御（パソコン：リアルタイム計算）の実演と計算結果のアニメーション表示 

リンク上のボールの制御（探索回数1→3→8 で順に誤差が減少すること）の実演 

等を行った。 
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太陽光発電関連産業群形成を目指した高度人材創出プログラム 

太陽光発電プロジェクト 

吉野 賢二 

 

工学に求められる社会的ニーズは、研究開発の動向に大きな影響を与え、各分野の科学技術振興

の原動力になっている｡この状況は工学教育においても同様であり、伝統的な学問の教授に加えて

、そのときどきで大きな社会的ニーズをもった分野における技術者を養成する教育が求められるよ

うになった｡宮崎大学工学部では、その普及が急速に進められつつある太陽光発電について、将来

技術開発の核となりうる高度な専門技術を身につけた技術者を育成するために、太陽光発電に関す

る総合的教育プログラムをいち早く立ち上げ、これまで四年間にわたって継続的に実施してきた｡ 

平成25年度も引き続き｢太陽光発電関連産業群形成を目指した高度人材創出プログラム｣を実施

した｡これは、学生に加えて求職者や中小企業の技術者を対象とし、合計36コマの研修を、大学教

員や各企業の専門家を講師として招き、学問的基礎から実学的話題までを習得することを目的とす

る事業である｡ 

 

【研修1:平成25年7月5日(75)、6日(48)、12日(67)、13日(42)実施】※（）内は受講者数 

テーマ一覧: 半導体と光吸収、半導体と伝導機構、p-n接合とキャリア拡散現象、p-n接合と光起電

力効果、現在のエネルギー問題＆太陽電池の現状、シリコン太陽電池の作製プロセス、Ｓｉ太陽電

池のモジュール技術１・2、CIS太陽電池材料の物性、CIS太陽電池材料の評価、CIS太陽電池の作製

プロセス１・2、高効率太陽電池の現状、集光型太陽電池の現状、有機系太陽電池概論、有機系太

陽電池の研究開発動向 

 

【研修2:平成25年10月24日(22)、25日(33) ; 11月1日(28)、9日(25)実施】※（）内は受講者数 

テーマ一覧: リチウムイオン電池の原理と課題、ポストリチウムイオン電池への期待、リチウムイ

オン電池の材料技術開発と実用化、次世代二次電池の開発と応用、CIGS太陽電池のシミュレーショ

ンによる設計1・2、CIS系薄膜太陽電池モジュールの作製技術1・2、太陽光発電システムの施工1・

2、太陽電池の農業への応用1・2、太陽光発電の周辺回路とシステム設計、太陽電池の信頼性評価

、パワーコンディショナーに求められる性能、パワーコンディショナーの種々の回路と動作 

 

   

中小企業ものづくり講座中小企業ものづくり講座中小企業ものづくり講座中小企業ものづくり講座    
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環境ロボティクス学科 

横道 政裕 

 

宮崎大学工学部と株式会社ホンダロックとの間で平成20年9月16日に締結された｢産学連携に関

する基本協定書｣に基づき産学連携活動を｢技術開発分科会｣、｢人材分科会｣、そして｢知的財産分科

会｣において実施してきた｡また、各年度の4月に定例協議会を実施してきた｡ 

平成25年度の各分科会および定例協議会の活動実績は以下の通りである｡ 

 

【技術開発分科会】 

技術テーマとしては生産技術領域において、｢光切断法を用いた3次元ビジョンセンサーの開発｣

（川末教員）、｢組み込みボードを用いたローコスト画像処理検査システムの開発｣（椎屋教員）活

動を行い、研究開発領域において「Mg-異種材料接触部腐食メカニズム解明」（酒井教員、松永教

員）、「バイオマス由来資源を原料とする工業用化成品製造」(田畑教員、和田教員)について活動

を行った。 

 

【人材分科会】 

平成25年10月に一次試験、二次試験を実施し、それぞれ11名、7名が受験し3名が内定した｡また

、9月6日には工場見学が実施され、12名が参加した｡ 

 

【定例協議会】 

平成25年5月22日に、工学部中会議室にて実施された｡工学部から10名、ホンダロック社から7名

、外部専門家委員1名（宮崎県工業技術センター）が出席し、2012年度活動実績、2013年度活動予

定、そして今後の展開についてホンダロック社から報告が行われ、それぞれの事項について質疑応

答がなされた｡そして外部専門家委員、ホンダロック社、工学部からの講評が行われた｡ 

 

 

図：5/22 実施の定例協議会の風景 

  

株式会社ホンダロックとの産学連携事業株式会社ホンダロックとの産学連携事業株式会社ホンダロックとの産学連携事業株式会社ホンダロックとの産学連携事業    
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宮崎大学工学部では、地域との連携の一環として、地元企業からの卒論テーマを募集し、学生の研究

課題としております。平成１６～２５年度の１０年間に採択され、実際に取り組んだテーマの一覧（提

案企業、研究内容、担当教員）を記載します。 

    

平成１６年度（１１件）平成１６年度（１１件）平成１６年度（１１件）平成１６年度（１１件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

ツカサ電工（株） ギアポンプの樹脂歯車の破損原因と対策 中西教員 

ツカサ電工（株） 小モジュール歯車の低騒音化 鄧教員 

ツカサ電工（株） 歯車箱の振動・騒音解析 岡部教員 

冷化工業（株） 振動型ミキサーの架台振動低減の研究 岡部教員 

宮崎県 土木部 都市計画課 宮崎の景観形成のあり方 出口教員 

第一ビル管理 光触媒による殺菌 保田教員 

宮崎県警察本部刑事部科学捜査研究

所 

トラッキング現象の発生メカニズムに関する研究 大坪教員 

青山教員 

宮崎県警察本部刑事部科学捜査研究

所 

微量土砂試料からの土壌（地域）特定について 青山教員 

吉玉精鍍（株） 樹脂めっきの共同研究開発 青山教員 

吉玉精鍍（株） めっきスラッジの有効利用と有価物の回収 馬場教員 

（株）ホンダロック 曲面反射鏡の歪み検出システムの開発 横道教員 

 

平成１７年度（５件）平成１７年度（５件）平成１７年度（５件）平成１７年度（５件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

北川町役場 町を水害から守りたい！ 杉尾教員 

宮崎県警察本部 交通部交通規制課 自動車交通の依存度が高い宮崎市における人と車の共存に関す

る研究 

出口教員 

（株）地域経済研究所 宮崎市および近郊地域におけるスローウェイ整備の可能性調査 出口教員 

（株）NTP 真空紫外光の応用に関する研究 横谷教員 

（株）NTP 高出力真空紫外光源の開発 窪寺教員 

 

平成１８年度（４件）平成１８年度（４件）平成１８年度（４件）平成１８年度（４件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

宮崎県企業局 高圧配電線の地絡事故点検出 大坪教員 

宮崎県水産試験場 陸上養殖における水質浄化技術１水流制御による固形残渣の効

率除去技術の開発 

菊地教員 

宮崎県企業局総合制御所 自然エネルギーから作った電気で水を分解して水素を取り出す

研究 

大坪教員 

多田産業株式会社 剣道防具の衝撃を緩和する方法 鄧教員 

企業提案による卒論テーマ企業提案による卒論テーマ企業提案による卒論テーマ企業提案による卒論テーマ    



－ 64 － 

 

平成１９年度（７件）平成１９年度（７件）平成１９年度（７件）平成１９年度（７件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

(有)新福青果 ミニゴボウ収穫方法に関する研究（引抜き収穫のための力学的検

討） 

鄧教員 

（株）沖マイクロデザイン 液晶ドライバの位相補償法に関する検討 淡野教員 

（株）沖マイクロデザイン アナログ集積回路の高線形化技術 淡野教員 

宮崎県木材利用技術センター 蒸気加熱式木材乾燥機内の風速分布に関する研究 平野教員 

旭化成ケミカルズ(株) 結晶セルロース（MCC)粒子表面と多糖類間相互作用のミクロシミ

ュレーション解析 

湯井教員 

(株)ブリヂストン 難燃性イオン液体の開発 保田教員 

白上教員 

宮崎県企業局 自然エネルギーから作った電気で水を分解して水素を取り出す

研究 

大坪教員 

 

平成２０年度（８件）平成２０年度（８件）平成２０年度（８件）平成２０年度（８件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

(株)ブリヂストン中央研究所 難燃性イオン液体の開発及びその光・電気化学的挙動解析 白上教員 

富士シリシア化学株式会社 コバルトフリー型新規湿度インジケーターの開発 保田教員 

旭化成ケミカルズ（株） 晶性セルロース（ＭＣＣ）粒子表面と多糖間相互作用のミクロシ

ミュレーション解析 

湯井教員 

（株）沖マイクロデザイン ＬＳＩ内部に作り込む温度センサー回路 淡野教員 

（株）ひなもり銘木 木材の在庫管理および販売のための効率的なデータベースの構

築 

淡野教員 

三和精密工業株式会社 アルミ鋳造用金型の熱損傷分析と改善策の検討 鄧教員 

（有）新福青果 ミニゴボウ生産用農機の開発 鄧教員 

（株）ホンダロック フレキシブルワーク固定治具の開発 鄧教員 

 

平成２１年度（３件）平成２１年度（３件）平成２１年度（３件）平成２１年度（３件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

（株）ブリヂストン中央研究所 難燃性イオン液体の開発 白上教員 

（株）ひなもり銘木 木材の在庫管理および販売のための効率的なＷｅｂデータベー

スの構築 

淡野教員 

田村教員 

（株）ホンダロック生産技術部 ピン・プレート型フレキシブルワーク固定治具の開発 鄧教員 

 

  



－ 65 － 

平成２２年度（７件）平成２２年度（７件）平成２２年度（７件）平成２２年度（７件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

東京国際技術研究所 平板反射集光型太陽電池の出力特性の評価 迫田教員 

（株）ひなもり銘木 木材の在庫管理および販売のための効率的なＷｅｂデータベー

ス構築・運用 

淡野教員 

田村教員 

社会福祉法人恵佼会ＣＡＤセンター 視覚障害者のためのトイレ室内誘導・補助システムの開発 淡野教員 

田村教員 

(有)鹿嶋福祉器研究所 福祉用具らくらくつりわ金具による故意の事故防止対策研究 淡野教員 

田村教員 

(株)ウィズダム 新たな農薬散布機器の開発：効果の理論的解析と人体への影響に

関する考察 

淡野教員 

(株)ブリジストン中央研究所 発光性イオン液体の開発 白上教員 

(株)ホンダロック生産技術部基幹技

術課 

フレキシブルワーク固定治具の実用化 鄧教員 

 

平成２３年度（４件）平成２３年度（４件）平成２３年度（４件）平成２３年度（４件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

社会福祉法人恵佼会ＣＡＤセンター 視覚障害者のためのトイレ室内誘導・補助システムの開発 田村教員 

（株）ウィズダム ナノミスト噴霧装置を用いた農作物への忌避剤噴霧実験 淡野教員 

（株）ひなもり銘木 発光性イオン液体の開発 白上教員 

（株）キヨモトデックイチ自動機部 汎用根菜収穫期の実用化 鄧教員 

 

平成２４年度（４件）平成２４年度（４件）平成２４年度（４件）平成２４年度（４件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

ＰＶＧ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会

社 

両面受光型太陽電池モジュールの屋外出力評価 西岡教員 

瑞穂医科工業株式会社 骨格系部材疲労試験機の設計製作 鄧教員 

多田産業株式会社 剣道防具の打撃緩和性能の向上に関する研究 鄧教員 

（株）ウィズダム サブミクロンミスト発生装置のミスト径コントロールシステム

の構築 

淡野教員 

 

平成２５年度（２平成２５年度（２平成２５年度（２平成２５年度（２件）件）件）件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

東九州メディカルバレー構想 コー

ディネータ 

ロコモ症状と年齢との相関に関する研究 鄧教員 

多田産業株式会社 剣道防具の打撃緩和性能の向上に関する研究 鄧教員 

 








