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「平成 28 年 地域とともに」の発行にあたって 

 

工学部長 横田光広 

 

日本は技術立国を目指して産学官が連携して取り組んできました。最新テクノロジ

ー分野では日本は先頭集団で頑張っていますが、製品の量産においてはアジア諸国の

台頭が目覚ましく、日本経済に影響を与えています。一方、21 世紀は、新しい知識・

情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛

躍的に重要性を増す知識基盤社会の時代であると言われています。特に、イノベーシ

ョンの創造、グローバル化への対応、チーム力の強化などが求められています。宮崎

大学工学部では、知識基盤社会の中でたくましく生き抜き、21 世紀の地球環境と共生

できる科学技術の創造と、それを担う人間性豊かな人材の育成を目的した教育を行

い、産業界に送り出しています。 

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、子供たちが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」、「テクノフェスタ体験入学」などやスーパーサイエ

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、本学部での教育研究につ

いてのご理解を深めることを目的として、高等学校や工業高等専門学校に本学教員が

出向いて行う「出前講義」を行っています。さらに、本学部教育研究支援センターで

は「面白い技術」を小学生や市民に紹介しており、平成 26 年度からは串間市教育委員

会と連携して、小学生とその保護者を対象とした科学祭りを企画・実施しています。 

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、実習の開講、産学連携事業なども展開しています。 

本冊子は平成 28 年度に工学部が地域の皆様と取り組んできた各種の催しや活動を紹

介するものです。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、これらの取組を企画、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の科学への動機付けなどを積極的に進めてまいります。 
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１．来場者数：【11月２０日：１２９人】 

参加高校：県内２２校、県外２校 

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

高等学校、妻高等学校、高鍋高等学校、本庄高等学校、都城泉ヶ丘高等学校、都城西高等学校、

都城工業高等学校、五ヶ瀬中等教育学校、延岡学園高等学校、延岡星雲高等学校、延岡工業高等

学校、日向高等学校、日向学院高等学校、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、日南振徳高等学校、ルーテル学院高等学校、鶴翔高等学校 

 

 

２．事業実施内容 

 ２０１６年１１月２０日（日曜日）に実施された工学部テクノフェスタ体験入学は、県内外の高校

生に宮崎大学工学部を広く深く知ってもらうことを目的に、毎年大学祭の日に合わせて工学部地域連携

委員会が企画運営している。今年度で１８回目の開催となった。本事業では、工学部の 7つの学科（環

境応用化学科、社会環境システム工学科、環境ロボティクス学科、機械設計システム工学科、電子物理

工学科、電気システム工学科、情報システム工学科）が、それぞれ特色ある講義と実習を企画し、高校

生が希望する企画を体験してもらうことで、各学科の教育・研究内容と工学の面白さを知ってもらうこ

とをねらいとしている。また、高校生が進路を選択する上で少しでも参考になることを期待して実施し

ている。 

 事前に参加申込案内を県内高校に郵送配布し、２４高校から１２９人の参加者があった。昨年度は

１７５人の参加で多少の増減はあるが、毎年ほぼ同程度の高校生が参加している。 

 当日、高校生は入学式に集合し、本学兒玉副学長からの歓迎の挨拶と、本事業の概要を受けた。その

後、工学部７学科の各学科の担当教員から講義（午前９０分間）を受けた。午後は、実験・実習（午後

９０分間）を受講した。実験・実習は、多くの学部生・院生の協力のもとに実施している。最後の修了

式では、横田工学部長より、工学の重要性と面白さについての挨拶があり、修了証書を受け取った。当

日行ったアンケート調査では、参加した高校生の多くが「参加して良かった・まあまあ良かった」と回

答しており、また、「宮崎大学工学部に関心がわいた」と回答した者も多く、当初の目的を達成できたと

判断している。 

 例年、宮崎大学工学部への進学を希望する高校生が、このテクノフェスタ体験入学に多数参加して

いることから、今後とも工学部の重要な大学開放事業及び地域貢献事業として継続すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

工学部テクノフェスタ（体験入学）（平成２８年度） 
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第１８回 宮崎大学工学部 テクノフェスタ体験入学プログラム 
 
平成２８年１１月２０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） 

  児玉 修 副学長挨拶 

10：30～12：00 講義 

環境応用化学科（Ａ512a）       講師：白上 努 教授 
「太陽光エネルギーを利用する人工光合成の研究について」 

社会環境システム工学科（B109）  講師：森田 千尋 教授 
「構造物を解く力学」 

環境ロボティクス学科（B106）      講師：川末 紀功仁 教授 
「ロボットとセンサー」 

機械設計システム工学科（B107）       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（Ｂ112）   講師：荒井 昌和 准教授 
「電子の気持ちになって半導体を学ぼう！」 

電気システム工学科（B111）      講師：迫田 達也 教授 
「絶縁破壊と部分放電現象」 

情報システム工学科（Ａ116）      講師：池田 諭 准教授 
「フラクタル～非整数次元の幾何学～」 

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（Ａ512a）   講師：鍋谷 悠 准教授 
「花の色素を使った太陽電池の作製」 

社会環境システム工学科（B109）  講師：森田 千尋 教授 
「トラス構造の強さ」 

環境ロボティクス学科（B106）      講師：川末 紀功仁 教授 
「ロボット用センサーの実験」 

機械設計システム工学科（B107）      講師：各務 聡 准教授 
「紙飛行機の製作」 

電子物理工学科（Ｂ112）   講師：山内 誠 教授 
「宇宙の探りかた～物理の原理を利用して～」 

電気システム工学科（E307）      講師：迫田 達也 教授 
「電磁波センサの作製と部分放電の検出」 

情報システム工学科（A119）      講師：片山 晋 助教 
「フラクタル図形を描いてみよう」 

14:45～15:00 体験入学 修了式（農学部 L206） 
（１）横田 光広 工学部長挨拶 
（２）修了証書授与式 
（３）アンケート実施・回収，記念品配布 

15:00     終了 
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     2016/12/9 

平成 28 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 127 名（参加者は 127 名）で回収率は 100%であった。回答者の属性の内訳は、

表１の通りである。 

①  例年と比べ参加人数は減少した。 

②  特に、工業系では増加したものの、普通系で大きく減少した。 

③  普通系は各学年で減少し、特に 1 年生の減少が大きかった。 

④  工業系は 1、2 年生が昨年と比べ増加したが、3 年生が減少した。 

 

表１ 参加者の回答人数 

H28 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 1 5 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 9 

社会環境システム 2 4 1 7 0 3 1 4 0 0 0 0 11 

環境ロボティクス 2 7 4 13 0 0 1 1 0 0 1 1 15 

機械設計システム 11 11 2 24 1 3 4 8 0 0 0 0 32 

電子物理 2 9 2 13 0 0 1 1 0 0 0 0 14 

電気システム 0 3 2 5 0 2 3 5 1 1 0 2 12 

情報システム 7 8 0 15 10 7 2 19 0 0 0 0 34 

合計 25 47 13 85 11 16 12 39 1 1 1 3 127 

H27（H26）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 8 (13) 6 (6) 4 (7) 18 (26) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (4) 19 (32) 

社会環境システム 11 (4) 11 (3) 6 (5) 28 (12) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 29 (13) 

環境ロボティクス 11 (1) 7 (10) 2 (1) 20 (12) 

 

0 (0) 0 (2) 2 (3) 2 (5) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 23 (18) 

機械設計システム 19 (15) 12 (24) 2 (3) 33 (42) 0 (0) 2 (0) 4 (2) 6 (2) 0 (1) 2 (0) 1 (0) 3 (1) 42 (45) 

電子物理 6 (2) 11 (15) 

 

1 (2) 18 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (3) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 18 (23) 

電気システム 4 (0) 

 

 

3 (7) 1 (2) 8 (9) 0 (1) 2 (0) 4 (3) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 (13) 

情報システム 6 (2) 6 (16) 4 (7) 16 (25) 7 (2) 3 (6) 3 (7) 13 (15) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 30 (42) 

合計 65 (37) 

 

56 (81) 20 (27) 141(145) 7 (3) 8 (8) 14 (19) 29 (30) 1 (7) 3 (3) 1 ( 0 ) 5  ( 1 0 ) 175 (185) 

 
 
 

２．設問４：今年は体験入学を日曜日に実施しましたが、開催日はどちらがいいですか。 

 

① 土曜日 30 

② 日曜日 34 

③どちらでもよい 63 
 
 

３．設問の５(1)–(4)の回答結果 

 表２より、97%（昨年 86％）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、96%（昨年 91%）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。 
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 表３より、98%（昨年 97%）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、93%（昨年 90%）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。 
 
 

表２ 設問 5(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。 

H28 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 12 19 7 7 18 77-61％ 

② だいたいわかった 2 4 3 11 6 5 15 46-36％ 

③ なんとも言えない 0 0 0 1 0 0 1 2-2％ 

④ まだよくわからない 0 0 0 1 0 0 0 1-1％ 

H27(H26)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 9 (15) 13 (7) 9 (11) 19 (20) 6 (7) 6 (7) 5 (16) 67－38％ (83–45%) 

②だいたいわかった 10 (15) 16 (5) 11 (7) 16 (22) 10 (13) 8 (5) 13 (22) 87－48% (89–48%) 

③なんとも言えない 0 (2) 0 (0) 3 (0) 4 (3) 1 (3) 0 (1) 12 (4) 20－11% (13–7%) 

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

 
 

表３ 設問 5(2)：体験入学に参加してみて、良かったですか。 

H28 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 9 7 14 28 12 10 27 107-84％ 

② まあまあよかった 0 4 1 2 2 2 7 18-14％ 

③ よくわからない 0 0 0 1 0 0 0 1-1％ 

④ 悪かった 0 0 0 1 0 0 0 1-1％ 

H27(H26)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 16 (23) 22 (11) 13 (13) 37 (36) 15 (21) 14 (9) 15 (31) 132－75% (144–78%) 

②まあまあよかった 3 (7) 6 (1) 10 (3) 5 (9) 3 (1) 0 (3) 12 (11) 39－22% (35–19%) 

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

④悪かった 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1–0% (0–0%) 

  
 

表４ 設問 5(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。 

H28 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 7 8 10 21 9 6 16 77-61％ 

② 参加してもよい 2 3 4 9 4 4 15 41-32％ 

③ よくわからない 0 0 0 1 1 1 3 6-5％ 

④ 参加しない 0 0 1 1 0 0 0 2-2％ 
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H27(H26)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 14 (22) 18 (10) 11 (11) 29 (26) 9 (16) 12 (8) 8 (31) 101－57% (124–67%) 

②参加してもよい 4 (6) 9 (2) 10 (5) 9 (19) 7 (7) 2 (2) 18 (8) 59－33% (49–26%) 

③よくわからない 1 (3) 2 (0) 2 (2) 3 (0) 2 (0) 0 (3) 3 (1) 13－7% (9–5%) 

④参加しない 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 2－1% (3–2%) 

 
 

表５ 設問 5(4)：宮崎大学工学部に関心がわきましたか。 

H28 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 7 6 11 17 8 8 10 67-53％ 

②少し関心がわいた 2 5 4 13 6 3 22 55-43％ 

③よくわからない 0 0 0 1 0 0 2 3-2％ 

④関心が無くなった 0 0 0 1 0 0 0 1-1％ 

H27(H26)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 6 (13) 16 (8) 8 (6) 19 (21) 7 (12) 8 (6) 7 (19) 71－40% (85–46%) 

②少し関心がわいた 10 (14) 12 (4) 13 (10) 19 (23) 11 (10) 6 (6) 19 (20) 90－51% (87–47%) 

③よくわからない 3 (5) 1 (0) 2 (2) 4 (1) 0 (1) 0 (2) 3 (2) 13－7% (12–6%) 

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

 
 

４．設問 5 の(5)-(6)の回答結果 

 この設問は進学に関する項目であり、学年別に整理した。総合学科以外の「その他」は普通科として

処理した。 表６、７より、3 年生は、多くが宮崎大学工学部に進学を希望していた。2 年生では、約

27％（昨年約 36%）が宮崎大学工学部への進学を希望している。 
 
 

表６ 設問 5(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 H27/H26 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 14(35/19) 30(41/59) 13(19/26) 7(3/3) 12(7/7) 13(14/19) 

②未定 7(22/15) 13(11/17) 0(0/1) 4(3/0) 3(1/1) 0(0/0) 

③考えていない 4(8/3) 4(4/5) 0(1/0) 1(1/0) 2(0/0) 0(0/0) 

 

表７ 設問 5(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 H27/H26 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 5(8/7) 12(19/28) 12(18/26) 3(3/1) 5(5/3) 12(14/16) 

②未定 15(44/26) 30(21/40) 1(1/0) 8(2/1) 12(3/4) 1(0/2) 

③考えていない 5(13/5) 5(16/13) 0(1/1) 1(2/1) 0(0/1) 0(0/1) 
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５．設問５(7)：印象に残ったこと、改善点など 

 

 各学年において、 
 

1 学年 

普通系 

・太陽電池が簡単に作れること（応用化学） 

・難しい内容も実験で分かりやすくなり、印象にも残った（社会環境） 

・プレゼンの後に質問時間が欲しい（機械設計） 

・参加者と話し合える時間があるとよい（機械設計） 

・講義内容は難しかったが、もっと勉強したい（機械設計）×３ 

・大学生が優しく教えてくれた（機械設計） 

・物理を本格的に学んでおらず、不安だったが、高校で学習する内容にたとえて

話されたので、内容に親近感がわいた（機械設計） 

・今回の体験を通じて、より工学系の大学へ進みたいという気持ちが強くなった

（機械設計） 

・授業は少し分かりづらかったが、実験はわかりやすく楽しかった（電子物理） 

・先生が独特だった（電子物理） 

・JAVA（情報システム） 

・正門を入ってからここまで来るのが分かりづらく案内板が欲しい 

工業系 

・よい体験になった（機械設計） 

・実験（電気システム） 

・困っているときに駆けつけて手伝ってくれた先生方のおかげで無事に終わらせ

ることができた（情報システム） 

・フラクタルについてよく分かったが、java の仕組みも知りたい（情報システ

ム） 

・午後のパソコンを使用しての授業が楽しかった。フラクタル図形は不思議だな

と思ったが、少し理解できた（情報システム） 

・機器がすごかった。質問に丁寧に答えてくれた（情報システム） 

2 学年 普通系 

・みんなと話し合えたこと（応用化学） 

・太陽光発電が簡単にできてすごいと思った（応用化学）×2 

・どのようにすれば強度が得られるか、いろいろ計算や構造があって作られてい

ることが印象になこった（社会環境） 

・センサーやロボットがどのように社会に貢献しているかがよく分かり、そのた

めの講義は何に重点を置いているかも分かった（環境ロボ） 

・ホログラムや 3D プリンタなど、日頃なじみのないものや、下水管の点検ロ

ボ、イノシシ撃退ロボなど、暮らしに役立ちそうなものまで、幅広いと知って

面白かった。人工知能に関心があったが、センサーやアームの機能向上など、

ロボットの発展に欠かせないことが分かった。留学生が多く、国際交流できそ

う（環境ロボ） 

・研究が地域に根付いていることがよく分かった。自分の英語力のなさが分かっ

た。できれば日本語訳を（環境ロボ） 

・後半に、実験などがあるのは楽しかった（機械設計） 

・前半の講義では、もう少し生徒同士で話をする時間が欲しい（機械設計） 

・前半の講義は面白く、参考になり興味がわいた（電子物理） 

・図や実験を用いた講義で興味がわき、楽しかった固有名詞など、意味の分から

ない単語があった（電子物理） 

・木のフラクタル図形を作図するのが面白かった（情報システム） 

・最初は分からなかったが、プログラミングを最後にしてみて、大学生のおかげ

で少しは分かるようになり、楽しかった（情報システム） 

・講座の話を一年生にもわかりやすくした方がよい（情報システム） 

・モニターで説明している人の声が小さく、進むのも速かったので理解しづらか

った（情報システム） 
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・プログラムする体験ができてよかった。進むのが速すぎてついて行けなかった

（情報システム） 

・大学生の方々がわかりやすく教えてくれた（情報システム） 

工業系 

・実習の時の丁寧な説明がわかりやすい（電気システム） 

・授業のスピードがすごく速かった（情報システム）×2 

・高校で情報系にいるが、まだ知らないことばかりで、とても興味を持った。

（情報システム） 

・受付場所が分かりづらかった。入り口付近にテクノフェスタ参加学生向けの案

内が欲しい 

3 学年 

普通系 

・丁寧な指導で、全員が順調に実験を進められた。太陽電池を簡単に作ることが

できたことに感動した。宮大生はフレンドリーで、この大学で学びたい（応用

化学） 

・応化で行われている研究内容がより分かった。実験を通して研究に触れること

ができてよかった。出店以外のイベントもあり、研究以外の魅力も感じること

ができた（応用化学） 

・より少ない材料で丈夫な橋が作れる仕組みに驚いた（社会環境） 

・自動運転技術にとても興味があり、この技術に不可欠なものを認識するセ

ンサーについての研究を見ることが出きて、この工学分野に興味を持った

（環境ロボ） 

・環ロボの研究は、他大学が２つのものを使うのを単眼で行っているのが分

かった。それらの研究は、結果的に食害や下水道の問題の改善に大きく貢

献していた。福祉ロボットや環境制御機器の開発に興味があったので、講

義や実習はよい経験となった（環境ロボ） 

・カメラやセンサー技術がどのように役立っているかを知ることができてよ

かった（環境ロボ） 

・3D の仕組みが分かった。何気なく見ていたカメラが、多くの技術を応用

していたことに驚いた（環境ロボ） 

・質問したときに快く答えてくれた。聞いておきたいことが聞け、よかった

（電子物理） 

・半導体について、高校で習うことより詳しくわかりやすい説明で、仕組み

が分かった。実験では、最後の酸素と水素の解析まですることができなか

ったが、方法について知ることができ、大変勉強になった。なぜエネルギ

ーの高い紫色ではなく、青色なのかという疑問についても答えていただ

き、大変充実した（電子物理） 

工業系 

・ロボットの動作や 3D のことに関して、内容は難しかったが、学ぶことできよ

い体験になった（環境ロボ） 

・使っているプログラミング言語について、詳しく教えて欲しい（環境ロボ） 

・飛行機を作るのが楽しく、ぜひ入学したいと思った（機械設計） 

・高校では習わないことや普段見られない実験が体験できてよかった（電子物

理） 

・大学生との関わりがもう少し欲しかった（電気システム） 

・設備の見学が大学をイメージしやすかった（電気システム） 

 
 

６．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 ・お金関係のこと。就職先や就職率について 

工業系 
・進路や就職先 

・留年者の数 
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2 学年 

普通系 

・センサーの構造についてもっと知りたい。 

・もっと宮大オリジナルな研究内容を知りたかった。 

・紙飛行機について、自分で設計からやってみたい。 

・各学科の授業内容、卒業後の就職先について。 

工業系 

・１つの学科だけなく、他の学科を見たい。 

・普段の授業中の雰囲気 

・電気システムでは、音楽機器関係の研究はできるのか。 

・学生の一日のスケジュールなど 

3 学年 

普通系 
・大学内部に太陽光発電システムがあり、そこで得たエネルギーをどこで活用し

ているのか。 

工業系 

・ロボットの研究でセンサーとロボットの関係性について知りたい。 

・どのような研究が行われているか知りたい。 

・機械科で行われている研究について、より詳しく説明して欲しい。 

・どんな研究をしているのか×2 
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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】 

 兒玉 修 副学長（教育担当）の挨拶      入学式 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

【修了式】 

 横田 光広 工学部長の挨拶          修了証書授与式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【講義風景】 

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

太陽光エネルギーを利用する人工光合成の研究について 

講師：白上 努 教授 

 

県内の高校から９名の生徒が講義に出席した。講義では先ず、中学・高校で学習する植物の光合成の

話しを行い、この光合成過程こそが、地球上で最も効率よく太陽光エネルギーを利用している化学過程

であることを解説した。さらにエネルギー問題を解決する上で、光合成過程を模倣した人工的な光エネ

ルギー変換系の開発が重要であることを解説し、これらの問題を解決する上で、化学がきわめて重要な

役割を担うことを紹介した。高校生にとっては植物の光合成過程の詳細なメカニズムを知ることは初め

てのようで、また光合成細菌の反応中心複合体、光捕集複合体ならびに光化学系 II の複合体の解明に関

する研究に対して興味を持っている様子であった。９０分間という長い講義時間にもかかわらず、出席

者は大変真面目に熱心に聞いているようだった。 

研究の話し以外に、理科系の大学生活についても紹介した。大学では、新しい友人との出会い、先生

との出会い、学問との出会い等、様々な出会いの場面があり、これらの出会いを通じて、人生の中で、

自分を最も高めることができる大事な４年間であることも紹介し、大学進学の動機付けにして欲しいと

願っている。総じて真剣に、興味を持って聴講してもらえたという印象を持っている。 

 

 

講義の様子（学生実験室） 
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【体験入学報告書 環境応用化学科 実験】 

花の色素を使った太陽電池の作製 

講師：鍋谷 悠 准教授 

 

午後の授業では、花の色素を使った太陽電池の作製に取り組んだ。色素増感型の太陽電池は、日

焼け止めの紫外線散乱剤や光触媒でよく利用される酸化チタンに、花びらに含まれる色素を吸着さ

せることで簡単に作製することができる。今回の実験では、ハイビスカスの花びらに含まれるアン

トシアニン色素と酸化チタンを組み合わせた太陽電池を作製した。この太陽電池の作製で性能を左

右する重要なポイントは、透明電極上に如何に薄く均一な酸化チタン膜を作製できるかという点で

ある。酸化チタンペーストを雑に塗布すると、焼き付け時に剥がれてしまったり、穴が空いてしま

ったりして電池としての性能が低下する。酸化チタン膜の作製は手作業工程のため、通常、作製さ

れる電極に個人差が出やすいが、参加した高校生らは全体的に器用で、非常に薄く綺麗な酸化チタ

ン膜の作製に成功し、一部の高校生はコツを掴んだらしく、より良い酸化チタン膜を作製するため

に、２枚３枚と作製して非常に積極的であった。作製した酸化チタン膜を色素の溶液に浸すと、色

素が酸化チタンに吸着して明瞭に着色するので、高校生らも酸化チタン膜作製に成功したことを体

感できたようであった（図１〜３）。実験当日は残念ながら曇り空で、十分な太陽光が得られなかっ

たため、ＯＨＰの光を使って組み立てた太陽電池の性能を評価した。初めにそれぞれの太陽電池の

起電力の測定した後、５〜６個の太陽電池を直列に

つないで電子オルゴールがなるかどうか試した。最

初は配線を間違えていたようで、音が鳴らなかった

が、テスターで１つずつ確認して問題点を見つけ出

し、みんなで協力して正しく直列につなぐと、十分な

音量でオルゴールが鳴った。高校生らから「おお！」

と声があがり、太陽電池作製の成功を実感すると共

に、問題を解決できたという達成感があったようで

ある。今回の太陽電池作製の経験を通じて、「ものづ

くり」の楽しさを実感してもらえれば大変有り難い

と思っている。 

 

 

 

 

図 1 酸化チタン膜への色素の吸着作業 

図 3 色素が吸着した酸化チタン膜の洗浄作業 図 2 太陽電池の組み立て作業 
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【体験入学報告書 社会環境システム工学科 講義】 

構造物を解く力学 

講師：森田 千尋 教授 

 

『構造物を解く力学』と題して、80 分間程度の

講義を行った。県内の高等学校から 11 名の参加

者があり、高校で習う物理や数学の内容が実際に

はどのように使われているのかを理解してもら

うような講義とした（図１参照）。 

まず、構造物を設計する際に理解しておかなけ

ればならない、ものの壊れ方について割り箸を使

って説明し、引張、圧縮、せん断、曲げについて

説明した。その後、高校の物理で習うモーメント

やフックの法則を再認識させながら（図２参照）、

応力、ひずみや弾性係数などを説明した。次に、

力のつり合いから分担力を求める方法と、構造物が最も壊れる曲げについてスポンジを使って説明

し、曲げ応力の誘導過程を簡単に説明した。構造物の設計の際に最も重要な断面２次モーメントに

ついては、数学の積分の知識が必要なことと、断面積は同じでも幅や高さを変えることにより、曲

がりやすさが変わることを理解してもらった。この断面２次モーメントの説明では、学生が最も興

味や関心を持って講義を受けていたように感じられた。 

さらに、橋梁の一般的な名称と構造形式について説明した。橋梁には、桁橋、ラーメン橋、トラ

ス橋、アーチ橋、斜張橋、吊橋などいろいろな形式があり、それらの特長を写真を使って説明した。

講義はほとんど質問形式（図３参照）で実施したが、アーチ橋の構造形式が最も人気が高かった。 

最後に、近年問題となっている橋梁の老朽化や維持管理の大切さを説明した。日本とアメリカの

橋梁建設数の推移や、これから問題となってくる橋梁の老朽化の現状を説明し、点検を行うことに

よる予防保全の必要性を説明した。点検技術においては、３D スキャナー、水中３D スキャナー、

UAV などを駆使した計測技術を説明し、斜張橋の主塔や軍艦島の建物などの計測事例を紹介した。 

参加者は１年生と２年生が多く、まだ物理や数学で習っていない範囲だったかもしれないが、高

校で習う数学や物理が世の中で役立っていることを理解したと思う。 

図１ 

図３ 図２ 
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【体験入学報告書 社会環境システム工学科 実験】 

トラス構造の強さ 

講師：森田 千尋 教授 

 

午後の実験では２名のティーチングアシスタン

トと一緒に、まず、午前中に学習した断面２次モ

ーメントの違いによる強さの実験を行った。工作

用紙で 30cm の桁橋の模型を作成し、桁高の違い

による強度を確認した（図１参照）。工作用紙で作

った桁橋でさえ、10kgf 以上の重さに耐える構造に

なっていることに学生は驚いていた。 

次に、さらなる軽量化を図る方法として、トラ

ス構造を説明した。四角形では不安定になるのに

対し、少ない本数で最も安定するのが三角形であ

り、これを基本とした構造がトラス構造である。

ピン結合できるように細工した木材を配布し、四角形の不安定さと三角形の安定さを体感させた

（図２参照）。 

さらに、土木工学実験実習棟に移動し、２班に分かれてトラスの静的載荷実験を行った。トラス

は学生実験で使用している、支間長 350cm のアルミニウム製のトラスである。変位計やひずみゲー

ジの計測原理を説明した後、重りの載荷やデータロガーでのデータ取得を体験させ（図３参照）、４

箇所の変位と 16 箇所のひずみを計測した。この計測されたひずみから、午前中に学習した応力、

さらに部材力が求められる。計測された変位と部材力は、大学で習う構造力学の弾性荷重法や節点

法による計算結果や、有限要素法による解析結果と比較し、これらと十分に一致することを説明し

た。高校生は、ひずみゲージで計測したひずみからトラスに作用する部材力が算出でき、これらは

理論とほぼ一致することに興味を抱いていた。 

午前中の講義と午後の実験を通じて、構造物を設計する第一歩と橋のしくみを理解したと思う。

これから橋を見る際には、桁やトラスの強さなどを感じながら、違った目線から橋を見て頂きたい。 

 

図１ 

図２ 図３ 
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【体験入学報告書 環境ロボティクス学科 講義】 

ロボットとセンサー 

講師：川末 紀功仁 教授 

 

ロボットの自動制御を行うにあたって必要となるセンサー技術に関する講義を実施した。人の五

感に対応するセンサーについて紹介し，これらのセンサーがどのような形でロボット制御に利用さ

れているかを説明した。特にロボットの視覚センサーとして利用されているカメラが人の目とどう

異なるかについて講演した。一般の方は，カメラを二台用いればロボットが簡単に距離を認識し，

三次元的な空間を把握できると思いがちであるが，実際には二台のカメラを用いて距離を判断する

ロボットの実施例は少ない。それは，人の脳とコンピュータのしくみが違うことから，視覚情報の

利用の仕方が人とロボットでは異なるためである。人は，２つの目で対象までの距離を判断してい

るだけでなく，対象の影や光の当たり方など日常の経験による知識を組み合わせることで，空間を

認識している。ロボットは，様々な条件下における問題に対し，人が日常の経験に基づく判断など

複数の情報を組み合わせて１つの判断をするような処理は苦手である。これらのことを簡単な実験

を行いながら，聴講者に体験してもらった。 

このように二台のカメラを用いた三次元計測の実現はなかなか難しいので，研究室においては，

一台のみのカメラを用いて三次元計測を行う研究を実施している。２台のカメラを用いる代わりに

１台のカメラを移動させることで距離計測を行う簡単な方法がある。この原理を発展させ，カメラ

の円運動によって三次元計測を行う方法について紹介した。この方法を用いてロボットに文字を描

かせる実験や流体中のトレーサ粒子の動きを三次元的に計測する方法について紹介した。 

応用例として，下水管計測ロボットを

紹介した。国内では４０万 km ほどの下

水管が埋設されているが，老朽化が進

み，道路の陥没事故が多発している。し

かしながら，これらの下水管の８割は人

が入ることができないほど小さく，劣化

の判断をロボットで行うことが期待さ

れている。宮崎大学で開発したレーザー

投光器を備えることで，下水管の肉厚を

計測するロボットを紹介した。             写真１ 講義風景 

その他，宮崎大学で発生したイノシシによる被害の話と，イノシシ対策のために試作したイノシ

シ撃退ロボットに関する話題をビデオで紹介した。 

また，講義の後には以下のような質問があった。 

 三次元計測において，画像を高速に回転させる方法を知りたい。 

 下水管検査ロボットにおいて，モータでレーザーを回転させる場合とリングレーザと投光

する場合の違いについて知りたい。 

 視覚を利用した研究以外に音を利用した研究はないのか。 

参加した学生は，工学に興味がある学生なので，熱心に聴講している印象があった。 
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【体験入学報告書 環境ロボティクス学科 実験】 

ロボット用センサーの実験 

講師：川末 紀功仁 教授 

 

午前中の講義に関連して，研究室で開発しているロボットと三次元センサーの紹介を行った。 

できるだけ少人数で体験できるように，参加者を４つのグループに分けて，ローテーションさせ

ながら複数の実験を行った。 

実施した実験は以下の通りである。 

（１）三次元 CAD と物作りの実験 

研究室では特殊なロボットの部品を製作する場合，三次元 CAD でデザインした図面データをモ

デリングマシンに送ることで，自動的に部品を製作している。その一連の流れの実演を行った。 

（２）三次元センサ（KINECT）のデモンストレーション 

ゲーム機として開発されたセンサーをコンピュータに接続することで，ロボットの視覚として利

用できる。世界中のロボット研究者が関心を示しているセンサーであり，そのセンサーを用いた実

験を行うとともに，宮崎大学での研究例を紹介した。（写真１） 

（３）力（ちから）フィードバックの実験 

 宇宙ロボットなどで利用されるロボットの遠隔操作に利用される力フィードバックシステム

の実験を行った。画面上に表示された物体を実際に触ったような感触を得ることができる。システ

ムが他にどのように応用されるかなどの質問があり，非常に興味を持ったようである。 

（４）道路計測システム 

 レーザスキャナと全方位カメラを用いたシステムの実験を行った。台車を動かすことによって，

周辺の状況を三次元的に計測するシステムである。 

（５）３D 映像およびホログラムの実験 

３D 映画の原理を説明し，実際に撮影した動画を３次元化する実演を行った。３D 映画を観たこ

とがあってもその原理を知っている人は少なく興味がある様子であった。（写真２） 

 

写真１ ３D カメラの実験           写真２ ３D 映像の実験 

 

 

 



－ 19 － 

【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 32 名の高校生（男子 26 名，女子 6

名）に対して行った．参加者は，1 年生から 3 年生までの高等学校の生徒である．はじめに，飛行

機の力学の初歩について説明した．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，モーメントが安定性に大きく寄与することを示した．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が重要な概念であり，また，高校で習うニュートン力学が航空機にとっても有

用であることを理解してほしかったからである． 

また，流体力学的な観点から見た航空機について簡単に言及し，揚力係数や抗力係数，翼に揚力

が発生するメカニズムについて述べた．今回はさらに踏み込み，渦が揚力を生み出す源であること

を解説した． 

次に，打上用のロケット，超小型人工衛星，それに搭載する超小型ロケットエンジン（マイクロ

スラスタ）について紹介した．現在，超小型人工衛星とよばれる小型の人工衛星が大学や高等専門

学校により製作され，あいのり衛星としてロケットにより打ち上げられ，実際に衛星軌道上で作動

している．現在も留まることなく発展を続け，日本の大学が作った電気推進マイクロスラスタと化

学推進マイクロスラスタが衛星軌道上で作動している．日本の大学の例を紹介して，マイクロスラ

スタにより複雑で高度なミッションが実現し得ること，機械工学を学ぶことにより大学生でも人工

衛星を自作できるようになることを解説した．最後に，本学科でも超小型衛星搭載用マイクロスラ

スタや，その性能を評価する新型の推力測定装置について紹介し授業を終えた． 

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，また，体験入学（実験）

の終了後に私のところに来て熱心に質問してきた学生もいた．このように興味を持ってもらえたの

は，ありがたい限りである．一方で，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． 

 

 

 

図 1 授業中の様子(1) 図 2 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】 

紙飛行機の製作 

講師：各務 聡 准教授 

 

 私が 2013 年度に本体験入学を担当したときと同様に，航空機のペーパークラフトを製作した．全員

に材料（ケント紙，印刷済み），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．3 種類のペーパークラフトをランダムに配布した．学生に中には，配布中に機種が

複数あることに気づき，機体が印刷されたケント紙を後ろに回す前に好みの機種を選んだものもいた．

なお，お父様がパイロットの学生がいたが，残念なことにお父様の愛用機を今回印刷していなかった．

本件の改善は困難だが考えてみたい． 

 簡単な説明の後に工作をしてもらったが，部品の切り出しや組み立て，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（F-22 など）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，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（修士 1 年生 2 名，学部 4 年生 1 名）の熱心なアドバイスのおかげも手伝って，製

作開始後約 1 時間で完成させた学生もいた． 

 機体を完成させた学生には，輪ゴム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．

当日の午後は風もない穏やかな天気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輪ゴムカタパルトで飛ばしていた． 

テストフライトの結果は，すぐに墜落するもの，ロールし続けながら飛んでいく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．

フライトがうまく行かなかった学生は，翼を曲げるなどしてバランスを取り，飛行を安定化させようと

していた．なお，参加者 32 名の全学生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．ま

た，学生の中には，輪ゴムを複数重ねて初速を上げ，航続距離を伸ばそうとしたものもいた．  

 前回よりも難しい形状のペーパークラフトを与えたが，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，機械工学や航空宇宙工学への興味を深めてくれることを祈

る次第である． 

 

 

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

電子の気持ちになって半導体を学ぼう！ 

講師：荒井 昌和 准教授 

 

午前の講義では、「電子の気持ちになって半導体を

学ぼう！」と題して、70 分程度の講義を行った。県

内の高校から 1 年から 3 年までの 14 人の参加者が

あった。講師の自己紹介のあと、身の回りのデジタ

ルカメラ、太陽電池、ハイブリッドカー、ＬＥＤ照

明などに半導体が使われていることを説明、特に若

者が使うスマートフォンなど半導体素子がたくさ

ん入っていることを説明し、まずは興味関心をもっ

てもらい、計算、記録、発電、発光、通信、撮影な

どたくさんの使い方ができる半導体について紹介するところから始めた。 

半導体の基礎の説明に入るに際し、難しいが避けては通れないバンド構造をなるべくわかりやす

く説明することを心掛けた。電子を操るにはどうしたらよいかというところを電子が感じるエネル

ギー障壁や電界によるクーロン力をバンド図で表現することを説明し、その例えとして電子が感じ

る障壁を滑り台を上る際の位置エネルギーに例えて説明した。また、化学を習っていない生徒にも

配慮し、周期律表や結晶の共有結合を基礎から説明し、半導体を構成するシリコンやガリウムヒ素

の原子の模型も生徒に触らせるなどして、実感が湧くように努めた。バンド構造では、金属、絶縁

体、半導体の中での禁制帯の意味を説明し、電子にとっての障壁の意味を理解できるようにした。

トランジスタやＬＥＤ、太陽電池で最も重要なｐ－ｎ接合について説明し、電子が感じる傾斜、障

壁がデバイス特性を決めることを説明した。また、実際に材料によって LED の色が違うことを体

験してもらうため、青、赤、赤外の LED を光らせるなどの実演も交えた。最後は応用例として、論

理回路がＦＥＴのスイッチにより構成されることや、太陽電池、レーザの原理について紹介した。

今後も進化する半導体の将来像として、カーボンによるナノテクノロジーやウェアラブルなどの紹

介をした。 

講義中や講義終了後に半導体に興味を持っている生徒から質問があるなど、目的意識を持って興

味深く参加してもらえたことが窺えられた。 
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【体験入学報告書 電子物理工学科 実験】 

宇宙の探り方 ～物理の原理を利用して～ 

講師：山内 誠 教授 

 

宇宙を探る方法のうち、主要な部分を占めるのが電磁波の測定である。午後の授業では、実験に

先立ち、星の表面温度や化学組成を調べるにはスペクトルの測定が必要であること、および、これ

に加え、ドップラー効果による波長のずれを測定することで、星の運動を調べることができること

等、今回の実験の意味を 10 分程度で説明した。 

実験では、スペクトル測定に簡易分光器を利用したが、実験装置を扱う際の較正の必要性を理解

してもらうために、まず、蛍光灯の輝線を使って較正グラフを作成してもらうことにした。どうも

生徒たちはグラフの作成に慣れていないようで、スクリーンに表示した例示通りに 3 点を求めて直

線を引くだけのグラフ作成に 30 分程度もかかってしまったのは誤算であったが、その後の実験に

とって重要なので、作成し終わるまで待つことにした。以上の準備を整えた後、3 つのグループに

分かれ、以下の実験を行った。 

① 元素名を隠したスペクトル管からの光を分光し、その元素名を探る実験を 2 課題 

ひとつは明るい輝線が 4 本のみのヘリウムの管だった

ので、簡単に測定し、同定までできていたが、もう一つは、

応用問題として、水蒸気のスペクトル管を用いたため、明

るい水素の輝線測定は割とスムーズであったが、酸素の輝

線が暗いため、測定に苦労していたようである。 

 

 

② 温度の違いによる白熱電球のスペクトル変化の観察 

  白熱電球の温度は電圧を変えることによって調整し、電球から発

せられる光のスペクトルがどのように変化するかを確認してもら

い、スライドで説明した星のスペクトルと表面温度との関係との対

応を理解してもらった。 

 

③ ドップラー効果を用いた台車の速さ測定 

  移動する力学台車に電波を反射させ、ドップラー効果の大

きさから力学台車の速さを求める体験をした。初めはモータ

ーを使って、力学台車の速さを 9 段階に設定できるようにし

ていたが、モーターの不具合により設定通りに動かせなくな

ったため、生徒に思いおもいの速さで台車を動かしてもらい、

速さを求めてもらった。 

 

最後は時間がぎりぎりになり、最終結果まで計算できなかった生徒もいたことが反省点であるが、

どの実験にも興味津々で、参加者全員が目を輝かせて取り組み、積極的に質問をしてくれていたこ

とが印象的であった。 
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【体験入学報告書 電気システム工学科 講義】 

絶縁破壊と部分放電現象 

講師：迫田 達也 教授 

 

電気エネルギーを高効率で発生し輸送する上で，高電圧化は極めて重要で不可欠な技術である。

また，照明や半導体作製，環境対策技術の他，バイオテクノロジー分野等においても高電圧技術は

幅広く応用されている。 

高電圧の下では，低電圧では見られない気体，液体，固体の絶縁破壊現象（電気が流れやすくな

ってしまうこと）が起こり易い。今回，『絶縁破壊と部分放電現象』と題して，宮崎県内の高校から

参加した 12 名の生徒さんに 80 分間程度の講義を行った。残りの 10 分で高電圧設備を見学しなが

ら部分放電観測の重要性を説明した。講義の概要と当日の様子を以下に記す。 

 

講義では，まず，日本の電力事情（1970 年以降の電力需要の延びと発電方式とその割合，電力の

自由化とスマートグリッド）と停電が少ない（年平均 10min 以下）理由について説明した上で，絶

縁破壊現象による電気事故を抑えるように電気設備には適切な絶縁が施されていることを紹介し

た。また，絶縁性は，高電圧による電気的なストレスに加えて，紫

外線や雷，風雨，雪，熱，湿度による環境ストレス等に耐えるよう

に設計されているが，経年による特性の変化，劣化は免れないこと

を説明し，絶縁性低下の予兆現象としての部分放電（電気放電の一

種）現象について概説した。なお，放電現象の理解を深めるために，

放電球を手で触れてもらい，電子やイオンにより放電プラズマが形

成されていることを理解してもらった。 

さらに，部分放電が，一旦発生すると基本的には止まることはな

いので，最終的に電気事故（故障）につながる可能性が高く，電気

エネルギーを安定して送るために必要不可欠な電力機器において

は，部分放電の検出を行

う等して定期的な監視

を行い，事故を未然に防

ぐ取り組みが重要であ

ることを紹介した。 

最後に，部分放電を検

出する手法には様々な

ものがあるが，比較的容

易で安価な手法に，部分

放電発生時に放出され

る電磁波を電磁波セン

サによって測定できる

ことを説明した。 
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【体験入学報告書 電気システム工学科 実験】 

電磁波センサの作製と部分放電の検出 

講師：迫田 達也 教授 

 

電気エネルギーを安定して送るために必要不可欠な電力機器において，機器の電気的絶縁性の劣

化状態を知ることは電力の安定供給の面において重要である。電気的絶縁性の劣化状態を知るため

に定期的な診断が行われているが，その多くは診断時に停電させる必要がある。しかし，メンテナ

ンスコストを少しでも下げるためには，停電することなく通電状態で行えることが望ましい。 

実験では，①通電状態で，容易に安価で診断が行える可能性のある電磁波センサを自作すること

とした。次に，②作製したアンテナを用いて，電力機器内部で発生するような放電の検出を試みる

こととした。さらに，③デジタルオシロスコープで観測した電磁波の波形を確認してもらい，電磁

波の周波数特性および放電強度を考えること

とした。これらの一連の実験を宮崎県内の高

校から参加した 12 名の生徒さんに 90 分間で

体験してもらった。実験の概要と当日の様子

を以下に記す。 

まず，右の写真のように，同軸ケーブルの先

端の被覆を剥ぎとるなどして同軸ケーブルの

片端にコネクタを装着した。次に，もう片方

の先端の被覆も剥いで導体を露出させた。さ

らに、コネクタ近傍の被覆を剥ぎ，遮蔽層を

露出させた。ハンダを使ってコネクタ近傍の

遮蔽層に同軸ケーブルの導体を固定した。これにより，直径 100mm 程度

のループアンテナを完成させた。 

電力設備の内部で発生する放電現象は，一組の球電極に直流の高電圧

を印加することによって発生させた。この放電の発生時に放出される電

磁波を各人で作製したループアンテナで測定することとした。ここでは，

ループアンテナをデジタルオシロスコー

プに接続し，電磁波の波形を 3 人から成

るグループで確認した。測定した電磁波

が～200ns の高速な現象であること，目に

見ない電磁波を可視化していることを体

験してもらった。また，各人で作製したル

ープアンテナで測定強度を比較した。強

度が小さい場合にはアンテナの作製に問

題があると考え，ハンダを使って作製を

やり直す生徒さんが数名おり，彼らの興

味の高さがうかがえた。  
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【体験入学報告書 情報システム工学科 講義】 
 

フラクタル ～非整数次元の幾何学～ 
 

講師：池田 諭 准教授 

 

『フラクタル ～非整数次元の幾何学～』と題して 70 分程度の講義を行った。県内外の高等学校か

ら 40 名程の参加者があった。学科カリキュラムや情報技術者に求められている基礎知識に関する説明

の後、午後の演習のテーマになっているフラクタル図形について、幾何学的測度論の立場から、測度と

次元の関わりについて解説した。 

 

はじめに、「測る」とはどういうことなのか？という基本的な事柄から出発して、測度というものが持

っている性質について説明した。次に線分、正方形、立方体のような身の回りの図形の観察から出発し

て、そのアナロジーとして、シルピンスキーのギャスケットのような典型的なフラクタル集合が非整数

次元を持っていること、及び、長さ、面積、体積といった普通の測度ではその図形が捕らえきれないこ

とを直感的に理解できるように解説した。 

 

そして、曼荼羅模様、ミステリーサークル、雲の形などの具体例を紹介しながら、フラクタルは特殊

な例ではなく自然界の至るところに見出すことが出来き、映画などの CG 技術にも応用されていること

を説明した。 

最後に、午後の演習の題材で使われている「木」を描くアルゴリズムを説明し、実際に作成した木を

見てもらった。さらに、ランダム性を入れることでより自然な木が描けることから、フラクタル性が人

間にとって自然な風景を作成するのに重要な要素であることを解説した。 

講義中および講義終了後に参加者から多数の質問があり、今回のテーマについて、興味、関心を持

って、体験講義を受けていたことが窺えた。 
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【体験入学報告書 情報システム工学科 演習】 

フラクタル図形を描いてみよう 

講師：片山 晋 助教 

 

午前中に実施された『フラクタル 〜非整数次元の幾何学〜』の講義を受けて、フラクタル図形を

描く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 Java を使用し、アプレットの形でフラクタル図形を描くプログラ

ムを作成することにした。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。 

計算機システムへのログイン方法から始めて、エディタやブラウザやコマンドラインシェルの利

用方法、Java 言語のプログラムの書き方やコンパイル、実行方法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。演習室の教員用の端末が起動しない不具合があったが、代替機を使用す

ることで対処できた。40 名を超える受講生がいたが、あらかじめ TA に十分予習をさせておいたこ

ともあって、ほぼ全員が使いこなせたようである。また、演習課題は４つ用意し、課題３までは全

員が終了することを目標にした。時間が限られていたので、各課題にサンプルプログラムをつけ、

一部を修正するだけで済むように工夫した。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 

・説明を読んでからサンプルプログラムをダウンロードする 

といったことが簡単に行えたようである。すべての学生が、時間内に全課題を終了することが出

来たようだった。 
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地域連携委員会 

副委員長 横道 政裕 

 

２０１６年１１月２０日（日曜日）に実施したアドベンチャー工学部は、宮崎大学工学部を一般市民

に広く知っていただくととともに、地域の方々との交流を深めることを目的に、毎年大学祭の日に開催

しており、今年度で６回目の実施となりました。本事業では、幼稚園児や小・中学生を含む一般市民に

科学実験や科学工作等を体験していただき、工学部の各学科・センターで行われている教育・研究内容

や工学の面白さに触れていただいています。 

 

 今年度は本学部７学科と、３つのセンター（工学基礎教育センター、環境・エネルギー工学研究セ

ンター、教育研究支援技術センター）の１０ブースで実施しました。各ブースとも一般市民が興味を引

くようなテーマを設定しました。本事業の企画運営は工学部地域連携委員会が担当し、各ブースでは各

学科・センターの担当教職員の指導の下、多くの大学生・院生が実験・工作の補佐員として協力しまし

た。来場者に、できるだけ多くのブースを体験してもらうためにスタンプラリーを行うとともに、参加

者に大学の文房具グッズなどの記念品を贈呈しました。 

 

 今年度は３００名の参加者があり、昨年度と同様に多くの方が来場して大変賑わいました。アンケー

トによると、１０代以下の参加者が多く、両親と一緒に来場された小さい子供や小中学生が、各ブース

で興味深く楽しそうに科学技術やものづくりを体験する姿が見られました。また、「とても楽しかった」、

「楽しかった」という回答が大多数であり、「毎年楽しみにしている」「来年も開いてほしい」などの感

想が寄せられるなど、、地域に対して継続的に楽しんでもらえるイベントになっていることがうかがえ

ました。ただ、想定以上に多くの来訪者があったために教材が尽きてしまい、早めに催しを終了しなけ

ればならなかった学科がいくつか出てしまったのは、実に残念なことであり、アンケートにはこの件に

ついての落胆の声も散見されました。 

 

 以上のように、アドベンチャー工学部は、大学が小さな子供から大人まで多くの市民と交流できる大

変良い機会となっています。工学部における重要な大学開放事業及び地域貢献事業の一つとして、今後

も実施内容のさらなる工夫と改善を行って継続すべきだと思われます。 

 

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（平成２８年度） 
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【環境応用化学科】 

バルーンスライムを作ろう 

講師：湯井 敏文 教授 
 

 

身の回りにある材料は、その目的に応じて様々な力学的性質を示す。あるものは、丈夫で硬

く、形が変わらないもの、逆に、柔らかくて簡単に形を変わるものがある。さらにゴムのように

伸ばしても、すぐにもとの形に戻るものもある。材料の力学的な性質は温度によって変化する

が、化学の知識を使えば、特殊な物質を加えることで、材料の性質を大きく変えることも可能で

ある。 

今回、参加者にスライム作りを体験してもらった。液状のせんたくのり（ポリビニルアルコー

ル）にホウ砂を混ぜると、最初、少し粘度の高い液状ののりに、突然、“コシ“が生じて、引っ張

ってもちぎれたりしない状態（スライム）になる。さらに、できたスライムにストローを使って

息を吹き込み、風船をつくることにチャレンジしてもらった（右図）。主に幼児～小学生を対象と

したが、付き添いの保護者、中高校生や大学生の参加もあった。小さな子供にはせんたくのりを

かき混ぜながらホウ砂溶液を加える作業は容易でないため、ホウ砂溶液の投入は保護者に手伝っ

てもらい、親子共同作業でスライム作りを楽しんでもらった。風船作りの腕は子供によって差が

あり、うまくできない参加も少なくなかった。スライム風船はふくらんでもすぐにしぼむので、

保護者には風船を作った子供の写真を絶好のタイミングでとることが難しかったようである。 

会場にテーブルを2個設置し、8～10人程度が同時に参加できるようにしたが、盛況時には順番

待ちの列が生じた。待たせると子供は飽きるため、年長の子供には立ったままで参加してもら

い、一部の参加者には順番待ちの椅子に座ったままスライム作りをしてもらうことで対応した。

参加した児童はおしなべて行儀がよく、スライムを服につけたり、誰かに投げたりするような迫

力のある子供はいなかった。おかげで、絵の具を利用したにも関わらず会場周辺が目だって汚れ

るようなことがなかった。 

一度だけ、保護者からスライムが生じる理由についての質問を受けたが、基本的には参加者

に、ただ、遊んでもらうことを主旨とした。地域の子供から大人にいたるまで、それなり楽しめ

る週末を提供できたと思う。 

 

 

 

スライム作成風景 

http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/events/adventure/img/chemical.png
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【社会環境システム工学科】 

橋（はし）の補修（ほしゅう）・補強（ほきょう） 

講師：李 春鶴 准教授 
 

  

古くなったコンクリート構造物をもっと強くさせて長く使用するように、様々な対策を行ってい

るが、このようなことを補修・補強と言う。 

本イベントでは、まずは橋梁の一部分が壊れた場合、早

く補修するために使用する速硬コンクリートを用いて、そ

の固まる早さを比較・確認し、また、様々な好きな模型を

造って楽しんだ。コンクリートの固まるにおいての発熱現

象を体感し、固まるスピードの確認、固まった後には模型

に好きな色を塗って、きれいな模型を作製した。子供も保

護者も楽しんで取り組んで、固まるスピードの調整や色ん

な形にできることについて驚いている様子であった。 

その後、実際に発泡スチロールで造った梁と同じサイズ

の発砲スチロールに炭素繊維シートを巻いて作製した梁の

上にそれぞれ立って比較してもらった。炭素繊維シートで

巻いた発砲スチロール梁は、非常に頑丈で、お父さんと一

緒に立っても問題なし！しかし、ただの発砲スチロール梁

はすぐ折れてしまう。非常に面白い現象を体験してもらっ

た。会場は、家族で、友達同士で一緒に立ったり、跳ねた

りしながら、ずっと和気藹藹の雰囲気であった。 

比較体験後は、速硬コンクリートの硬化メカニズム、炭

素繊維シートにより発砲スチロール梁が強くなる理由につ

いて説明した。また、土木、建築分野における、速硬コン

クリートの適用事例、炭素繊維シートを用いて橋梁、建物、

トンネルなどのコンクリート構造物を補修、補強する研究

事例や実績などについても説明した。 

当日は大勢の子供達と保護者が訪れて、コンクリートを

用いての模型の作製、およびコンクリートはりの楽しい体

験をしたと思う。 

 

写真４ はりの試験 

 

写真１ 速硬コンクリートの作製 

 

 

写真２ 模型に塗色 

 

 

 
 

写真３ 成果品 
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【環境ロボティクス学科】 

前にも後ろにも飛べるゴム動力飛行機をつくる 

講師：宮城 弘守 助教 
 

 

開始から 3 時間で予備を含む 34 個のキットが無くなる盛況だったが、機体の組立ては小学校低

学年以下の子供には難しく、保護者の協力で無事進んだ。 

組立てが済んだ後は機体を持って工学部の中庭に移動し、飛行実験を体験した。はじめに研究室

学生の説明に従って前向き飛行の主翼位置調整法を覚え、次に後ろ向き飛行の調整を各自に体験し

てもらった。子供も保護者も苦労したようだが、重心に対する主翼の位置を上手く調整できれば、

キットの機体でも後ろ向きにも飛べるということをオドロキ体験とともに理解してもらった。 

滑空はさせられても姿勢安定性を確保しにくい後ろ向きの動力飛行では、プロペラの反トルクの

影響が大きく現れた。キットの単純な改造では難しいかもしれないが、反トルクを小さくする工夫

をみつけて改めて挑戦してみたいと思う。 

このテーマでは、無制御でも姿勢安定性の高い機体を実現するという「壁登りロボット研究」の

設計目標を実感する少人数教育教材を体験してもらったが、ロボット研究の説明は小さな子供たち

には少々難しかったようである。 

 

機体の組立て・調整と中庭での飛行実験  ブースの一角に設けた壁登りロボットの研究紹介 

なおこのテーマでは、「普通に飛べるゴム動力飛行機が、ちょっとした改造で後ろ向きにも飛べ

ることを通じて、飛行の原理を体験・理解する」ことを目的にしたため、量販店等で販売されてい

るゴム飛行機を事前に取り寄せ、プロペラが逆向きにも回転できるよう改造している。また、後ろ

向き飛行の際に機能する「たてはね」と壊れやすい「よこ尾翼」を、山形県新庄市のヨコタ東北か

ら無償提供された硬い発泡スチロール製トレーを使って準備した。記して謝辞に代える。 
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【機械設計システム工学科】 

ものづくりを体験しよう 

講師：大西 修 准教授 
 

 

ものづくりの楽しさを体験してもらおうという趣旨で、昨年度に引き続き勾玉の製作と紫外線

硬化樹脂を用いた小物の製作の２つのテーマを実施した。 

勾玉の製作においては、勾玉の材料である石の表面に作りたい勾玉の絵を描いてもらった後、

紙やすりで削る作業と研磨用ペーストで磨く作業をしてもらった。また、紫外線硬化樹脂を用い

た小物の製作においては、樹脂に埋めるパーツを選んでもらった後、それらを樹脂に埋め込む作

業をしてもらった。そして、紫外線を当てて硬化させた後、樹脂に紐を通すための金具を取り付

けた。製作してもらった勾玉や紫外線硬化樹脂を用いた小物はいずれも記念に持ち帰ってもらっ

た。当日は、これらの作業などに関するポスターだけではなく、加工に興味を持ってもらうため

に、加工のメカニズムについて補足するポスターも掲示した。 

参加者は保護者同伴の幼児・小中学生が多く、子供たちは非常に興味を示し、熱心に作業をし

ていた。一方、保護者の方も興味をもたれ、子供と一緒に作業をするケースが多く見られた。 

昨年度も盛況ではあったが作業時間が長かったという点を改善するべく、今年度は、準備段階

において作業の高能率化のために各製作工程を見直したほか、作業を早く進めるのが難しい人に

対するサポートとして新たな工程も一部取り入れた。その甲斐あってか当日は昨年度よりも多く

の人に参加していただき、また、楽しんでいただけたものと思われる。 

特に子供たちについては、この体験を通してものづくりの楽しさを認識してもらい、ゆくゆく

は将来の進路にものづくりに関わる技術者や研究者などを加えてもらえると幸いである。 

 

 

     

        製作された勾玉の例             製作された樹脂の小物の例 

 

   

ものづくりの作業風景 
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【電子物理工学科】 

紫外線ストラップをつくろう 

講師：亀山 晃弘 助教 
 

  

私たちが目にすることのできる光は波長が380 nmから800 nmまでの光であり可視光と呼ばれて

いる。それより短い波長380 nm以下の光のことを紫外線という。紫外線は可視光よりもエネルギ

ーが大きい。太陽光に含まれる紫外線を適度に浴びることにより、骨の生成に不可欠なビタミンD

を体内に生成することができる。しかし過剰に浴びると日焼けを通り超えて火傷になり、さらに

は皮膚がんを引き起こす恐れもある。目に見えない紫外線を身近に知ってもらうため、紫外線を

照射すると変色する色素を入れたビーズを用いて、紫外線がどのようなところに存在するのかを

調べてもらった。 

受講者には、まず紫外線ビーズを手に取ってもらい、紫外線照射前後で白色からそれぞれ紫、

青、黄、橙、ピンクに変色する様子を観察してもらい、色素の種類によって変色する色が異なる

こと、変色するまでにかかる時間が異なること、紫外線照射を中止すると数分後に白色に戻るこ

と、などを体験してもらった。次にそのビーズを使ってストラップを作ってもらい、太陽光線に

あてることにより紫外線の量が定性的に分かることを体験してもらった（当日は曇りだったた

め、最も変色しにくい黄色は変色せず、他の色も変色するまでに数十秒かかった）。作製した紫外

線ストラップはお土産に持って帰ってもらった。 

トータルで約80名の受講者が参加し盛況であった。受講者らは太陽光や紫外線が当たると変色

し、照射をやめると数分後に白色に戻るビーズを興味深そうに観察されていた。また受講生が

「なぜ変色する色が異なるのか？」、「変色するメカニズムは？」、「どんな使用用途があるの

か？」、「電子物理には他にどんな研究をしているのか？」といった質問を、スタッフに矢継ぎ早

に質問されていたのが印象に残った。 
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【電気システム工学科】 

「ウォーリーを探せ」と画像処理プログラム 

講師：Thi Thi Zin 教授 
 

 

小学生から大人までを対象としていたので、小さな子供でもゲーム感覚で遊べるような「ウォー

リーを探せ」の画像を用意した。実施は教員１名とＴＡ４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。 

実施手順は、以下の通りである。 

（１）１枚の絵をよく見て、ウォーリーを探してもらいます。 

（２）答えが分かったら、検索プログラムを実行して、正解を確認してもらいます。 

（３）画像処理の簡単な紹介も行います。 

参加者には、「ウォーリーを探せ」の絵を印刷した用紙を渡して各自でウォーリーを探してもら

った。参加者の多くは小学生と未就学児であったが、その保護者にも一緒に取り組んでいただいた。

子供は興味を持って遊んでおり、特に数名のグループで来ていた子供たちは、解答の速さを競った

り、お互いに答え合わせをしたりと、楽しそうに常に笑顔で取り組んでいる様子であった。中には、

高齢者の方々も来ていただき、子供たちと一緒にウォーリーを探していただいた。 

その後、答えの分かった参加者には、ネットワークカメラを用いて、画像処理プログラムを実行

し、顔認検出、人の領域の検出のデモに参加してもらった。とても分かりやすく、子供達も続々と

来てくれて喜んでもらった。また、とても興味を持ってプログラムの結果が出ることに驚いている

様子であった。 

また、保護者や大人の方には、画像処理についての簡単な説明を行い、画像処理の例や昨年度の

卒業研究の内容などの紹介を行った。 

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。 

 

 

    
 

    中・高校生などにも好評だった 

顔認識のデモに興味深々だった 幅広い世代の方々が参加した 

真剣に間違い探しを行っていた 



－ 34 － 

【情報システム工学科】 

いろいろなセンサーを体験しよう 

講師：久保田真一郎 准教授 
 

  

スマートフォンが普及し、画面に触れて操作することが当たり前の時代であるが、画面に触れ

て操作するためにはタッチセンサ技術が利用されている。タッチセンサ技術は、触れたことを電

気的な変化として検知する物理現象を利用したセンサであり、その物理的変化を判定するプログ

ラムが動作して初めて人が触れて操作することを可能にしている。今回は、センサとプログラム

の関係について少しでも多くの人に理解してもらうことを目的に取り組んだ。 

タッチセンサのプログラムを体験するために、銅版とArduinoと呼ばれるマイコンとを組み合わ

せたデモを展示した。また、人感センサ、振動センサ、光度センサ、温度センサを複合的に組み

合わせ、占いを模したデモも展示し、来場者が楽しみながらいろいろなセンサを体験するよう準

備した。また、コヒーラ検波器のように電波をキャッチして動作する仕組みを模したアルミホイ

ルの玉で構成する検波器を工作できるよう会場に準備した。来場した希望者には、アルミホイル

の玉で構成する検波器を作成してもらい、電波を発生させるとLEDが点灯する回路を作成し、実

際に電波を受けてLEDが点灯することを体験してもらった。今回の検波器を複数作成し、電波を

発生させ、複数の回路が同時に動作する様子を観察してもらうことで、1か所で発せられた電波が

複数の場所に到達することを体験してもらった。 

来場者からは、銅版とマイコンで構成したタッチセンサが動作する仕組みについての質問やア

ルミホイルという簡単なもので電波を検知して動作する仕組みなどについて質問があった。複数

センサを組み合わせた占いコーナーは子供たちに人気で、時に列を作ることもあった。 

今回のイベントを通して、センサの仕組みにはプログラムが必要であることを体験してもら

い、物理現象とセンサの関わり、そしてプログラムの関わりについて知るきっかけとなったと思

われる。 
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【工学基礎教育センター】 

あなたのセンス、生かしませんか？ —墨流し・枝分かれ模様— 

講師：松本 仁  准教授 
出原 浩史 准教授 

 

  

【墨流しで素敵な「しおり」】 

 墨流しは、水に浮かぶ墨汁や絵の具を水面に垂

らして模様を作り、出来た模様を紙に写し取るもの

である。9世紀頃の平安時代から伝わる。ここで

は、伝統芸術としての墨流しを通して、科学に触れ

てもらうことを目的に、墨流しを体験してもらっ

た。 

墨流しの絵の具は、水に馴染まない疎水性の顔料

と、水にも油にも馴染むポリビニルアルコールとを

混ぜ合わせたものである。この絵の具を水面に浮か

べると、顔料が水に溶けることなく、水と空気（疎水性）

の界面に広がり、薄い絵の具の膜が形成される。これに、

風などを送って絵の具の膜を揺さぶってやると、様々な

模様ができあがる。このままでは、手に取ることができな

いため、水面に半紙をかぶせる。紙はセルロースからでき

ており、水にも油にも馴染む性質を持っている。そのた

め、疎水性の絵の具の膜は半紙に密着し、写し取られるこ

とになる。これを、オリジナルなしおりとして加工し、持

ち帰ってもらった。科学を感じられたであろうか。 

 

【絵具で枝分かれ模様を作ろう】 

自然界には様々な模様や形が見られる。シマウマには縞模

様があり、チョウや熱帯魚にはきれいな模様がある。写真な

どで雪の結晶を見たことがある人も多いと思うが、そこには

見事な対照的な形がある。科学が発達した今でも「なぜきれ

いな模様や形が作られるのか？」ということが分かっていな

いものが多い。今年は、参加者に模様を作るということに挑

戦してもらった。２枚のアクリル板の間に絵具を少量乗せ、

その２枚のアクリル板を指で力一杯押したとき、その復元力

によって絵具が枝分かれ模様を作るというものである。これ

は Hele-Shaw 流という物理現象に基づく簡単な実験である。

小さい子どもから大人までなぜ絵具が枝分かれ模様を作るの

か不思議がる参加者が多く、科学に興味をもってもらったよ

うで有意義であった。作った模様は持ち帰ってもらった。 
枝分かれ模様の実験の様子とできた模様 

墨流しの様子と掲示物 
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【環境・エネルギー工学研究センター】 

日本のひなた『宮崎県』の太陽の熱を集めてみよう 

講師：金子 宏 教授 
 

  

COP21で合意されたパリ協定に定められた二酸化炭素等の温室効果ガス排出削減目標、石油な

どの化石燃料資源の枯渇、東日本大震災時の原発事故に端を発した原子力に依存しない電力供給

への期待などの要因が重なり、太陽光発電に代表される再生可能エネルギーの利用拡大が図られ

ている。再生可能エネルギーのうち、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。 

我が国において太陽光発電システムは固定価格買取制度の導入によって急速に普及拡大してい

るが、太陽熱利用は平板型集熱器を用いた太陽熱給湯がわずかに認知されている程度であり、日本

での普及が遅れている。太陽光線を 1 ヵ所に集めて高温の集光太陽熱を利用すれば、蒸気タービン

による発電や化学反応のエネルギー源となる。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が可能で、宮崎県の農林水産業に貢献するができる。このよう

な太陽熱に関する情報を若い世代に知ってもらい、工学部が保有する研究施設の認知度を向上させ

て、理工系への関心を深めるために「環境・エネルギー工学研究センター」として例年どおり参加

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、太陽熱を利用して水を温めることが可能であることを体験してもらうため、太陽熱温水

器模型キットを準備し、参加者がそれぞれ製作した。さらに屋外に大型ソーラークッカーを設置

して太陽熱を用いたポップコーン作りを企画したが、日射がほとんどなかったため装置の展示の

みとなった。太陽熱温水器模型キット製作中は、学生が参加者の援助を実施してわかりやすく説

明した。太陽熱温水器模型の製作には幼児から成人までの幅広い年齢層の人が挑戦し、太陽エネ

ルギーへの関心向上に役立ったと考えられる。当日は一日中、曇りの天候であったため、完成し

た太陽熱温水器模型を用いて温水とすることは無理であったが、会場配置が改善されたため昨年

度の倍以上の参加者（50 数名）に太陽熱温水器模型キットづくりを体験してもらうことができ

た。 
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【教育研究支援技術センター】 

ものづくり体験教室 

講師：安井賢太郎，原口智宏，高塚佳代子，金丸慎太郎， 
矢野康之，濵畑貴之，井料良輔（技術職員） 

 

  

機械加工実習や教育・研究で使用する部品の加工を行っている「ものづくり教育実践センタ

ー」を会場とし、センター内機器を使用した『ものづくり体験教室』を出展した。来場者は下記 3

つの加工内容の中から 1 つを選択して加工を行った。 

〇ガラス置物（体験時間 40 分） 

1．置物のタイプを「オバケ」、「フラワードーム」、「一輪花」、「箸置き」の中から選択する。 

2．酸素バーナーを使ってガラスを溶かしたり、膨らませたりして成形する。 

3．成形後のガラスをグローブライト（徐冷材）の中に入れ、時間をかけて徐々に冷ます。 

〇ステンドグラスペンダント（体験時間 60 分） 

1．約 20mm×20mm の色ガラス板を数枚選び、ガラス板の外周にカッパーテープを貼る。 

2．ハンダゴテを使って、カッパーテープの上にハンダを流し込みガラス板同士を接合する。 

3．ガラス板端部にフックを接合し、そのフックにストラップを通す。 

〇キーホルダー（体験時間 40 分） 

1．プレートの色を選び、パソコンでキーホルダーに刻印する名前や記号を入力する。 

（プレートは 50mm×25mm×厚さ 5mm のジュラルミン板に白または黒アルマイト加工） 

2．マシニングセンターを使用してボールチェーン用の穴を開け、名前や記号を彫る。 

来場者の年齢を考慮し、加工が難しそうな部分はスタッフが適宜サポートしながら時間内に完成

できるよう工夫した。来場者数は 72 名（ガラス置物 23 名、ステンドグラスペンダント 21 名、キ

ーホルダー28 名）であり、年齢構成は小学生が半数を占めていた。来場者アンケートでは、「良い

ものが出来た」、「ものづくりが楽しかった」、「普段は見られない機械加工を見ることができた」と

いう意見が多く、ものづくりの楽しさや達成感を味わってもらえたのではないかと考える。 

   

   
  

写真 出展状況（写真上：加工体験状況、写真下：来場者加工品） 

（a）ガラス置物 （b）

ステンドグラスペンダント 

（c）キーホルダー 

ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

ﾌﾗﾜｰﾄﾞｰﾑ オバケ 
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平成 28 年 10 月 15 日（土曜日）に延岡星雲高校において県北地域進学説明会を実施しました。

本説明会は、宮崎市内（木花キャンパス）より、車で約２時間離れた県北の高校生及び保護者に 

宮崎大学工学部の魅力について知ってもらうことを目的に企画しました。 

説明会では、まず、参加者全員に対して 7 学科の紹介、取得可能な資格及び入試情報等について

説明を行った後、各学科に分かれ、教員による特徴ある教育・研究の紹介および現役学生による研

究発表等が行われ、高校生は熱心に学んでいました。 

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、保護者からは卒業後の進路、

奨学金、大学での修学について多くの質問がありました。 

なお、参加した高校生からは、「宮崎大学の研究について知ることができて良かった」「自分の行

きたい学科について多くの質問をすることができた」等の感想があり、好評のうちに無事終了する

ことができました。 

 

 

 

  

 

       全体説明会の様子             学科紹介の様子 

 

  

県北地域進学説明会（平成２８年度） 



－ 39 － 

宮崎大学工学部「県北地域進学説明会」プログラム 

平成２８年１０月１５日（土曜日）延岡星雲高等学校 対象：全学年 

 

  生徒・進路指導教諭 保護者 

１４：００～１４：３０ 

 

全体説明会 

・挨拶 

 ・工学部の概要紹介 

・質疑応答 

（管理棟３階視聴覚室にて） 

１４：３０～１４：４０ 
～ 移 動 ～ 

       （ 生徒・進路指導教諭 ）          （保護者）    

１４：４０～１５：３５ 

 

第１回学科紹介（各教室にて） 

教員による説明４０分 

学生による説明１０分 

質問タイム５分 

 

 

 

個別相談会 

（全体説明会と同会場） 

１５：３５～１５：４５ 休憩 

１５：４５～１６：４０ 

 

第２回学科紹介（各教室にて） 

教員による説明４０分 

学生による説明１０分 

質問タイム５分 

１６：４０～ 随時解散（アンケート提出） 
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第８回県北地域進学説明会アンケート集計結果（H28.10.15）

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

日向
高校

富島
高校

門川
高校

延岡
青朋
高校

聖心
ｳﾙｽﾗ
高校

延岡
商業

高千
穂高
校

五ヶ瀬
中等高
校

合計
比率
(%)

　参加者属性 生徒 3 3 10 2 18

保護者 0

教諭 0

小計 3 3 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18

　学年 １年生 4 4 22.2

２年生 0 0.0

３年生 3 3 6 2 14 77.8

　参加した学科説明会 環境応用化学科 1 5 6 22

（複数回答） 社会環境システム工学科 1 3 2 6 22

環境ロボティクス学科 2 1 3 11

機械設計システム工学科 2 2 2 6 22

電子物理工学科 1 1 2 7

電気システム工学科 0 0

情報システム工学科 4 4 15

小計 5 4 0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 27 100

　工学部概要紹介 よく分かった 2 3 9 2 16 89

だいたい分かった 1 1 2 11

あまり分からなかった 0 0

得るものがなかった 0 0

小計 3 3 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 100

　学科説明会の内容 よく分かった 3 3 9 2 17 94

だいたい分かった 1 1 6

あまり分からなかった 0 0

得るものがなかった 0 0

小計 3 3 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 100

　自由意見
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。

・宮崎大学の研究について知ることができて良かった。
・他の研究内容について、もっと知りたい。
・もっと色々な研究室についての説明があったほうが良い。
・先生や学生とたくさん話ができて良かった。
・宮崎大学での一日の様子などがわかり、大学生のプレゼンなどとてもおもしろかった。
・自分の行きたい学科のことを多く質問することができた。
・非常に満足できた。
・大学での楽しい話を聞くことができて、大学へ行きたい気持ちが高まった。
・環境ロボティクス学科で、環境化学・情報工学など幅広く学べる所に魅力を感じた。
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青少年のための科学の祭典 2016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、2016 年ま

で 18 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 6 千 8 百人に来場いただいた。 

平成 28 年度の「青少年のための科学の祭典宮崎大会」は 8 月 5 日(金)～7(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｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年のための科学の祭典 ２０１６宮崎大会の報告 

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 

※御注意 

プラネタリウムの視聴には、 

別途以下の料金がかかります。 

大人 210 円 

小人(４歳～中学３年生) 100 円 

[主催] 「青少年のための科学の祭典 2015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] 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研究会理科部会／宮崎県高等学校等研究会理

科部会／宮崎県高等学校等研究会工業部会／宮崎大学（教育文化学部・医学部・工学部・農学部）／ 

     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／一般社団法人日本科学教育学会／日本理科教育学会／一般社団法人日本地質学会／一般

社団法人日本生物物理学会／一般社団法人日本物理学会／公益社団法人日本化学会／公益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 
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【青少年のための科学の祭典 2016宮崎大会】 

「オリジナルマグネットを作ろう」 

 

工学教育研究部 環境応用化学科担当 菅本 和寛 

 

8月 7日に「青少年のための科学の祭典 2016宮崎大会」に出展した。 

今回は「オリジナルマグネットを作ろう」というテーマで実験を行った。マグネットやチャーム

が手作りできるため，特に女子に人気があった。今回，予約制にしたため，人が多すぎて混乱する

ことはなかった。しかし，すぐに予約がうまってしまったため，実験できなかった子供も多く，実

施方法は今後検討する必要がある。実験方法等は以下の通りである。 

 

●どんな実験
じっけん

なの？ 

UV（紫外線
しがいせん

）硬化
こ う か

樹脂
じ ゅ し

は，UVを照 射
しょうしゃ

する前
まえ

は液体
えきたい

ですが，UV

を照射すると硬
かた

い樹脂になる材 料
ざいりょう

です。この UV を照射すると

固
かた

まる性質
せいしつ

を利用
り よ う

して，オリジナルマグネットを作
つく

ります。今

回，使う UV硬化樹脂はアクリル系
けい

の樹脂です。水族館
すいぞくかん

の水槽
すいそう

は

ガラスではなく，今回の樹脂と同
おな

じようなアクリル素材
そ ざ い

でできて

います。 

 

●実験
じっけん

のしかたとコツ 

1. シリコン製
せい

の抜
ぬ

き型
がた

に UV 硬化樹脂を 1 mm程度
て い ど

の厚
あつ

さにな

るよう注
そそ

ぎます。 

2. シリコン製の抜き型の中 央
ちゅうおう

に磁石
じしゃく

を入れ，ラメパウダーや

シールなどで飾
かざ

り付
つ

けをします。 

3. UV硬化樹脂をシリコン製の抜き型 

にあふれない程度に入れます。 

4. 気泡
き ほ う

が入っている場合
ば あ い

は，つまようじで取
と

り除
のぞ

いて下さい。 

5. UVランプを 10分程度照射します。 

6. オリジナルマグネットの完成
かんせい

です（図 1）。 

 

 

 

 

 図 2 実験の様子. 

図 1 オリジナルマグネット. 
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【青少年のための科学の祭典 2016宮崎大会】 

「放射線を測ろう」 

 

フロンティア科学実験総合センター ＲＩ木花分室 長田 栄二 

 

８月６日(土)、７日(日)の２日間「青少年のための科学の祭典 2016宮崎大会」に出展した。 

今回の出展は、フロンティア科学実験総合センターRI分野、医学部医学科病態解析医学講座放射

線医学分野と医学部附属病院放射線部の協力を受け、目に見えない放射線を測る測定器の種類や使

用方法の紹介と知らないだけで身近にある放射線を出す物を使った測定、霧箱を使った放射線が通

った跡の観察を行った。 

今回は小学生の参加が多かったためか、レントゲンは知っていても放射線という言葉は聞いたこ

とがないとのことだった。しかし、保護者と一緒に体験することで、放射線源から何かが出ている

こと、距離を取ることや間に物（遮へい物）を置くことで線量が変わる事を体験し、おもしろかっ

たという声や、こんなに身近にある物からも放射線がでていることに驚いたという声を頂いた。ま

た、うまく見ることができるか危惧していた霧箱も、ほぼすべての参加者が見ることができ、ホッ

とすると共に次回への改善点も判明した。 

 

 なお、準備した放射線測定器、放射線発生源と霧箱は以下の通りである。 

○放射線測定器 

測定器はＧＭサーベイメータ１台、広範囲ＧＭサーベ

イメータ１台、シンチレーションサーベイメータ１台と

ポケットサーベイメータ２台を用意し、それぞれの測定

器による違いなども体験してもらった。   

○身近にある放射線発生源 

放射線発生源としては、肥料、温泉のもと、キャンプ

用ガスランタンのホヤ、鉱物標本、冷蔵庫の消臭器やブ

レスレット等を用意した。 

  

○霧箱 

 ガラスの食品保存容器、黒画用紙、サ

ランラップ、エタノールと線源として鉱物

標本を用い、参加者が組み立て、ドライア

イスで冷却し観察した。  

 
放射線の通った跡 

（公益財団法人 環境科学技術研究所 

環境研ミニ百科･霧箱のはなし より） 
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【青少年のための科学の祭典 2016宮崎大会】 

「前にも後ろにも飛べるゴム動力飛行機をつくる」 

 
工学教育研究部 環境ロボティクス学科担当 宮城 弘守 

 

1. 事前準備 

「普通に飛べるゴム動力飛行機が、ちょっとした改造で後ろ向きにも飛べることを通じて、飛行の原

理を体験・理解する」ことを目的にしたため、量販店等でも販売されているキット 60 個を事前に取り

寄せ、プロペラが逆向きにも回転できるよう改造した。また、後ろ向き飛行の着地の際に壊れやすい水

平・垂直尾翼を子供たちがハサミだけで自作できる材料として、大学生協の弁当にも使用されている硬

い発泡スチロール製再生トレー100 枚を、ヨコタ東北(山形県新庄市)から無償提供してもらった。記し

て謝辞に代える。 

 

2. 体験実験 

午前中に午後 3 回のワークショップ(36 人)の予約も完了する盛況だったが、水平・垂直尾翼の自作と

機体の組立ては小学校低学年以下の子供には難しく、保護者の皆さんの全面協力で無事進んだ。 

組立てが済んだ後は機体を持って会場に隣接する公園に移動し、飛行実験を体験した。はじめに講師

の説明に従って前向き飛行の主翼位置調整法を覚え、次に後ろ向き飛行の調整を各自に挑戦してもらっ

たが、子供も保護者も苦労していた。講師が準備した機体で両方向に飛べることを示したが、15 分間の

実験では大変だったようである。 

屋外実験後は会場に戻り、実験結果を全員で考察して航空力学の基礎を理解する予定だったが、時間

不足のため割愛し公園で解散した。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

水平・垂直尾翼の自作と機体組立ておよび飛行実験の様子 

 

3. 感想等 

混雑し難いことを期待して初日のウィークデイにワークショップを実施したが、用意した 60 人分は

午前中に予約が完了してしまい、多くの参加希望を断ったことを申し訳なく感じた。 

また講師一人で指導したため行き届かないことが多く、保護者の皆さんの協力に全面依存したわけだ

が、親子共同の取組みとしてみるならプラスの効果もあったのではないだろうか。さらに、保護者通し

が互いの子供を“預け合う”ケースもみられ、時間的余裕が設けられるなら、“保護者が協力しあって子

供全体の面倒をみる。講師はそれをサポートする。”実施方法も試してみたくなった。 
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【青少年のための科学の祭典 2016宮崎大会】 

「万華鏡をつくろう!」 

 
教育研究支援技術センター 

井料良輔、田之上二郎、玉作真一、濵畑貴之、真木大介 
矢野康之、外山貴子、三宅琢磨、高塚佳代子、西岡祐介 

 

 教育研究支援技術センター（以下、技術センター）では、8 月 5 日より宮崎科学技術館で開催された

「青少年のための科学の祭典 2016 宮崎大会」に 8 月 5、6 日の 2 日間出展を行った。今年度は、「万華

鏡をつくろう!」と題して、身近な物を使って立体万華鏡の製作を行った。 

本作品は、以下のような工程（30 分程度）で製作することができる。 

1. ミラーシートに模様をつける。 

2. 模様をつけたミラーシートに透明おりがみを貼る。 

3. 模様をつけたミラーシート（3 枚）を組み立てる。 

4. のぞき窓のミラーシート（3 枚）を組み立てる。 

5. 3 と 4 で作ったミラーシートを四角に組み合わせる。 

 

より多くの参加者に体験していただくために、作業工程を 30 分程

度に設定し、のぞき窓の作製工程を事前加工した。また、参加者の

年齢を考え、スタッフが参加者の作業量を調整しながら時間内に完

成できるように工夫した。 

2 日間で小学生を中心に幼稚園児から保護者の方まで合計 200 人

もの方に参加していただいた。技術センターとしては、今回初めて

参加者が 200 人を超え、多くの参加者に体験していただくというこ

とができたと考える。また、参加者に実施したアンケート結果では、

「簡単に万華鏡が作れたので驚きました」、「万華鏡の構造がとても

良く分かりました」などの感想に加え、体験を通じて「理科の先生になりたいので頑張りたいです」

との感想もいただき、自然科学の面白さや感動を体験してもらういい機会になったのではないかと

感じた。一方で「原理や応用法を知りたいです」との要望も挙がり、今後の課題として改善してい

きたい。具体的には、原理や作製方法を書いた持ち帰り用のマニュアルを作成し配布したいと考え

る。今回の出展では、子供たちだけでなく家族で科学やものづくりの楽しさを体験してもらえたの

ではないかと思われる。 

 

 

 

 

 

 

完成品 

（上：直線、下：曲線） 

受付の様子 作品を観察する様子 模様をつける様子 



－ 46 － 

  

                                        

 

 

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「みやざきの科学教育推進事業」

の取り組みとして開催されており、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、「みやざきの科学教育推進事業」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おり、小学校から大学にわた

る学校種間の連携事業であり、宮崎県の極めて独創的な活動である。 

 

                   記 

 

日時： 平成２８年８月２日から８月５日 （宿泊場所：青島青少年自然の家） 

８月２日     ９時３０分       開会行事            （宿泊場所） 

           １３時００分           学内案内         （宮崎大学） 

        １３時３０分      オリエンテーション    （宮崎大学） 

        １６時３０分       講習会                （宮崎大学） 

８月３日及び４日   ９時―１６時         体験学習                 （宮崎大学） 

        １６時３０分―１８時００分   講習会             （宮崎大学） 

８月５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応募者１０４名のうち、選考の結果４０

名（中学３年生１０名、高校１年生６名、高校２年生２４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、初日のオリエンテーションでは、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「ごみを資源として甦らせ環境を守る

」、「０と１の信号で音楽を演奏させてみよう」、「３次元モデル設計製作体験」、「レーザー光を

使った３次元加工をしよう」の４講座が、農学部では、「蛍光タンパク質GEPを細胞内で光らせ

よう」、「動物のガンを顕微鏡で観察してみよう」、「遺伝子増幅法で植物種を判別してみよう」、

「小さくて偉大な微生物について学ぼう」の４講座が実施された。また、医学部では「くすり

は何故効くの？」、「遺伝子を光らせよう」、「遺伝子DNAの観察に挑戦」、「人に内在する降圧ペプ

宮崎県「みやざきの科学教育推進事業」の
「宮崎サイエンスキャンプ」 
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チドとその受容体の機能解析」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８名の大学院生と１名の教員が参加した。 

受講生アンケートによると、「とても貴重な体験ができた。」、「最新の技術に驚きを感じた。」、

「工学はすごく楽しい事が分かった。」、「大学院生の話には驚くことが多くあった。」、「進路に関

する視野が広がった。」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 

 

講座番号５ 

題目：「ごみを資源として甦らせ環境を守る」 

担当：関戸 知雄 准教授（社会環境システム工学科） 

内容：日本は採取できる資源が少なく国土の狭い国です。今後はごみをリサイクルし、資源やエネ

ルギーとして社会の中で安全に循環利用する技術開発が求められています。この体験学習を

通して、 

(1) ごみ中にはどんな有用な物質が含まれているのか？ 

(2) どんな有害物質がごみ中に含まれている？ 

(3) ごみのリサイクルは安全か？ 

といった点について、わかりやすく講義をします。実験演習では、実際のごみやごみを燃や

した後に出てくる灰の中に含まれる様々な物質を測定して、どのように環境を守りながらリ

サイクルを進めていくかを考えます。 

 

講座番号６ 

題目：「０と１の信号で音楽を演奏させてみよう」 

担当：佐藤 治 教授（環境ロボティクス学科） 

内容：私達の生活では、お金の計算は 10 進数、時計の針は 12 進数（60 進数）に慣れていますが、

コンピュータの中身は「0」と「1」の 2 進数です。たとえば 2 進数の「1111」は 10 進数で

は「15」になります。プログラム（機械語）を組む場合にはこれを 16 進数「1～9ABCDEF」

で表します。前半では光の点滅の速さと、モータの回転速さを変更するプログラムを作成し、

その結果をマイコンに実演させます。後半では音楽を演奏するためのプログラム（データ表）

をつくり、マイコンに音楽を演奏させます。 

 

講座番号７ 

題目：「3次元モデル設計製作体験」 

担当：鄧 鋼 教授（機械設計システム工学科） 

内容：午前は、設計現場で世界的に多く利用している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。そ

の他，回転が止まらない竹トンボ（プラトンボ）、加速する回転コマ作りへの挑戦も予定して

おり、物理とものづくりの楽しさを体験していただくことができます。 

   なお、制作した作品は全て持ち帰りできます。 
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講座番号８ 

題目：「レーザー光を使った３次元加工をしよう」 

担当：横谷 篤至 教授、亀山 晃弘 助教（電子物理工学科） 

内容：レーザー光には CD の再生装置やレジでバーコードを読み取る装置、レーザーポインターな

ど一般的に使われている小出力のものと、加工、溶接、核融合などのエネルギー応用に使わ

れている大出力レーザーとに大別できますが、基本は同じレーザーです。 

   この研究室では短時間に光をまとめて打ち出すパルスレーザーを用いた、光ファイバーセン

サーの作製技術の開発や、新しい光分析技術の研究を行っています。今回、皆さんにはレー

ザー装置の仕組みを学習してもらい、色々な材料にレーザーを照射して実際に加工などの体

験をしてもらう予定です。 

 

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運営指導委員会 副委員長  山内 誠 

 

宮崎県立宮崎北高等学校は平成 15 年度以降、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。今年度は平成 24 年度からの 5 年間の指定の中で最終年度を迎

えた。宮崎大学は、SSH 指定初年度より同高校からの協力要請を受け、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、下記のとおり、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」である。その取り組みの中で、「スーパ

ーサイエンスコミュニケーションⅠ」の授業の成果として実施されている、英語によるポスタ

ー発表や、学校設定科目の一つ「科学探求」における研究指導、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・実践について宮崎大学工学部が協力している。 

 

記 

 

平成 28 年度 宮崎北高等学校 SSH に対する協力 

1．運営指導委員会（何れも重要な学務と重なり欠席。事前にメールで意見を提出） 

    第 1 回 平成 28 年 6 月 30 日  宮崎北高等学校 尚志館 

    第 2 回 平成 29 年 2 月  3 日  宮崎北高等学校 尚志館、第 2 会議室 

              

2．推薦入試合格者への入学前指導内容の指定 

宮崎大学のセンター試験を課さない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。 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

宮崎北高等学校スーパーサイエンスハイスクールへの協力 
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 宮崎県立宮崎西高等学校付属中学では「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、下記の講義を担当した。 

 

記 

 

平成 28 年度 宮崎西高等学校附属中学校への講義 

 

平成 28 年 12 月 13 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 准教授 

 

【講義内容】 

2016 年 12 月 13 日に宮崎西高等学校附属中学校視聴覚室にて、2 年生約 80 名を対象として講義

と実験を行った。前半の講義では、この世界を構成する物質は様々な種類の原子からなること、さ

らに原子は電子と原子核、そして原子核は素粒子から構成されることを解説した。また物理研究分

野の最先端の話題として、日本の研究グループがアジア人として初めて元素命名権（113 番元素：

ニホニウム Nh）を獲得した事とその実験内容を紹介した。そして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解説した。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してもらった。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、ランタンのホヤ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行わせた。生徒達は、地球上で我々が日常的に放射線を浴

びている事に驚くと共に、非常に熱心に実験に参加していた。また、新元素発見の実験の困難さや

その研究意義に関する質問も多く寄せられ、基礎物理学への関心の高さが見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎西高等学校附属中学校への協力 
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講義実施日：平成 28 年 11 月 30 日 

「医療・福祉分野への応用を目指したロボット工学」 

  環境ロボティクス学科 田村宏樹 教授 

 

 

【講義内容】 

2016 年 11 月 30 日に宮崎県立宮崎西高等学校付属中学 1 年生 80 名、教職員 3 名が宮崎大学に来学し、

プレゼンテーションルーム（D204）にて「医療・福祉分野への応用を目指したロボット工学」というタ

イトルで講義を行った。講義の内容は、まず大学とは、工学部とはどんなところなのか、私の学生時代

（特に宮崎大学の学生時代）、最新の脳研究（ブレインマシンインターフェイス）、大学で開発している

福祉・介護機器の紹介（特に表情筋での車椅子制御システム、ロコモティブシンドローム推定システム）

およびそれらの基礎知識に関して座学形式で講義を行った。その後、3 グループに分かれてもらい、車

椅子制御体験、ロコモティブシンドローム計測体験、目線でパソコンを制御する体験をしてもらった。

ほぼ全員の生徒に対して、歩行動作からのロコモティブシンドローム計測を行い、その結果を確認して

もらった。それぞれの体験には、大学院生 1 名が説明を担当し、中学生にもわかりやすく説明するよう

心がけた。 

 講義中は熱心にメモ等を取りながら聞いており、機器の体験に関しても間近でクラスメイトが機器を

コントロールしているのを見て、とても興味を持っているように感じられた。最後の代表者挨拶も、講

義と関連のある内容を自身の言葉でまとめており、将来が楽しみである。近い将来、本講義を受けた生

徒の中から工学の分野で活躍する人材が出てくることを期待している。 
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電子物理工学科 前田 幸治 

 

宮崎県立宮崎南高等学校フロンティア科では、様々な分野にわたる講義や実験・実習を通して生

徒の好奇心や探求心を喚起し、生徒自身が自ら学び研究しようとする姿勢を育むことを目的とした

｢総合科学｣という時間が新設された。その中でフロンティア科理系 2年生が、宮崎大学と連携した

研修を行った。2016年度は、物理を希望した生徒に対して、工学部電子物理工学科の 4研究室が対

応し講義や実験を行った。 

 

講義実施日 2016年 6月から 7月にかけて計 5回、 14:30-16:30（120分） 

各研究室の｢総合学習｣テーマ 

福山研究室 光と電気のエネルギー変換 

前田研究室 赤色と青色では、どちらのエネルギーが大きいか？ 

横谷研究室 レーザーを触ってみる 

吉野研究室 タッチパネル用透明電極の作製と物性評価 

 

実施体制 

 1研究室あたり 5名～6 名の生徒があらかじめ配付されたテーマを参考に配属され、計 21名の生

徒が参加した。各研究室では大学院生の TAが 2名程度ついて、毎回の講義・実験の補助をした。 

 

各研究室の実施状況 

福山研究室 

第１回：座学（光とは何か、太陽電池と発光ダイオードとはどういったものか） 

第２回：座学（光の透過、反射、色について） 

実習（定規や下敷き等、身の回りの道具の透過率・反射率を実際に測定） 

第３回：座学（太陽電池について） 

実習（市販太陽電池の変換効率を実測） 

第４回：座学（次世代の太陽電池について） 

学内太陽光発電システムの見学 

第５回：座学（発光ダイオード） 

実習（赤・緑・青・白等各色 LEDのスペクトル実測） 

 

なお、初回で５回分の計画書を配布して実施全体像を把握させ、毎回レジュメを配布して実習を行

った。実習で実測したデータを生徒に渡すことで、レポート整理に活用させた。 

 

 

 

 

宮崎南高等学校フロンティア科「総合科学」への協力 
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前田研究室 

 講義・実験には全体を通した簡単なテキストを作製し

利用した。これによって流れを理解させ、難しい用語や

回路などは、解説を行った。 

第 1 回は、発光ダイオードの原理を説明し、ブレッドボ

ードに電子回路を作製して点灯させる実験を行った。第

2 回は発光ダイオードの原理や、今後の実験についてプリ

ントに沿って自主学習させた。第 3 回は発光ダイオード

の電流電圧特性の測定を行い、立ち上がり電圧が発光色

によって異なることを実験で確かめた。第 4 回は光の色

とエネルギーの関係を学習し、その関係を考えさせた。

また、色の混合の実験やスペクトルの観察を行った。第 5

回は、応用実験として色の異なる発光ダイオードを同時

に複数点灯させるにはどうすればよいかを試行錯誤して

考えさせ、実験した。 

 

 

横谷研究室 

 二組にわけて同じ実験を行ったがデータはそれぞれ個人で取り、全員自分用データで整理させた。 

初日は、回折現象のデモンストレーションを主に行い、予習用のプリントを渡し、第 2回に具体的

説明（講義形式）を行う工夫をした。レーザーは赤色、緑色の 2種類を用意し、一方のレーザーの

波長を既知とし、第一段階は、その波長の値を用いて単スリットで回折させ、写真として記録し、

スリット幅を算出させた。第二段階は、そのスリット幅を用いて別のレーザーで干渉縞を記録し、

レーザーの波長を求めた。第三段階は、一連の方法で未知のレーザーの波長を計測する際にどうや

れば誤差が少なくなるかを、考察するように指導した。最後に発展問題として、髪の毛 1本を用い

て同様の実験を行い、スリットとの回折パターンの違い（回折縞のできる過程は少し異なるが、結

果として全く同じ間隔で縞ができる）や、髪の毛の直径の値を算出させ、デジタル顕微鏡を用いた

実測値と比較させた。 

 

 

吉野研究室 

 全体として、事前に予習を行うように指示をしてから、実験や講義を行った。 

第 1回は、太陽電池の説明を行い、太陽光パネルの作製を行った。第 2回は、走査型顕微鏡の観察

を行った。第 3回は透過測定およびホール測定を行い、光学的、電気的特性を調べさせた。第 4回

はこれまでの装置の原理について自主学習をしてもらった。第 5回は、これまでの実験の考察をさ

せた。 

 

 

 

直視分光器による発光ダイオードのスペク

トルの観察 



－ 54 － 

講義方針と成果 

各担当教員からの意見を列挙する。 

・外部機関に出向いての体験型の学習では、多くの場合、体験が主となり、科学の本質である「結

果をきちんとまとめる」ことに時間を多く費やせないことを日頃から問題だと感じていた。そこで、

今回は出来るだけ実験は簡単にし、多くの時間を現象の理解、結果の吟味やまとめに当てるように

した。 

・大学の研究室で、「研究」ということを実感させることができた。 

・大学の研究室で、高校では行えないような実験を行い、その実験データをまとめると言う過程を

体験させることができた。実験をしている時には目が輝いていたので、興味を持って取り組んでい

たのだと思う。 

・やや難しい課題もあり、全員が理解できたかは確かめていないが、勉学の励みにはなったと思う。 

・高校側で行った学年成果発表会において、指導した学生チームが理系１位の評価を得た。その結

果、南高での成果発表会での口頭発表と 3/14 に宮崎大にて開催された宮崎県高等学校課題研究発

表会でのポスター発表を行うことになった。それに伴い、追加での指導（発表スライドへの意見や

用語質問）をメールにて行った。 

 

今後の課題 

・教員の出張などで毎週講義ができないことがあること。 

・班または、個人で理解度や進み方が異なり、やや対応が難しかったことがあった。 

・課題解決型の実験としたが、高校生ということもあり、最後は答えを教えてしまったが、それが

よかったはよくわからない。 

・TA費、材料費などが毎年確保されて欲しい。 

・まだ習っていない内容でも率先して学習して来てくれることを期待したが、実際には高校生も

日々忙しい勉強に追われているようで、必ずしも自主学習の時間を多く取らせることができなかっ

た。 

 

謝辞 

なお、2016 年度は学長裁量経費より、農学部と併せてこの事業に 30 万円の補助をいただいた。こ

れにより、TA代と実験材料費などをまかなうことができた。感謝いたします。 
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電気システム工学科長 淡野 公一 

 

 

 電気システム工学科では，平成 26 年から高鍋高校普通科探求科学コースの科目の一つであるサ

イエンス探究ツアーに協力し，探究実験に取組んでいる。本年度も，電気システム工学科の教員が

同高校の学生向けに探究実験に取り組んだ。受入れ学生数は 40名で，5名程度の少人数のグループ

に分かれ，当学科の 9名の教員で対応した。まず，電気システム工学科の紹介および安全講習を行

った。その後，各研究室に分かれ，グループ毎に「電気の作り方を体験する」，「無線通信における

人体遮蔽の影響について」，「LED 調光回路の作成」，「プラズマ利用の環境浄化とフードビジネスへ

の挑戦」，「MATLAB を用いた画像処理プログラムの作成」，「並列計算にチャレンジ」，「光のいろい

ろ」，「磁気で見えない金属欠陥を探る」の 8テーマの実験に取り組んだ。受講した学生の皆さんは

目を輝かせ，話し合いながら積極的に実験に取り組んだ。また，昼食時間には，ティーチングアシ

スタントの大学生と一緒に大学生協にて昼食を取り，大学生活の一部を経験してもらった。すべて

の実験を終えた後，受講の学生さん全員と担当教員が一堂に会して，各グループで取り組んだ実験

に関する発表を行った。最後に，バスまでの移動を利用し，キャンパス内の施設見学を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気システム工学科の説明と安全講習の様子 「LED調光回路の製作と評価」の実験の様子 

高鍋高等学校「サイエンス探究ツアー」の実施 
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数学担当      梅原守道（工学基礎教育センター） 

工業（機械系）担当 河村隆介（機械設計システム工学科） 

 

 

本ネットワークは、宮崎県下の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。設立以降、数学・物理・化学・工業（機械系・電気系）の各

部会で継続して高大連携が進められています。本稿では、平成２８年１月から１２月における本ネ

ットワークの主な活動の概要を紹介します。より詳しい活動報告等は専用のウェブページ（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」ウェブページアドレス 

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

 

 

１．高大連携と教科間の連携（物理・数学） 

物理部会では、高大連携の柱として｢高等学校と大学との物理教育に関する連絡会｣を定期的に開

催している。この会合では、学内外から講師を招いての各種講演会や、高校や大学の教員による教

育研究の発表などが行われている。平成２８年には３回の会合が開催された。以下に各会合の概要

を紹介する。 

 

○第２８回会合（平成２８年３月５日） 

宮崎大学工学部工学基礎教育センターの物理教員が担当する「物理科学」という科目において、

毎年「実力テスト」が実施されているが、その結果が報告され、宮崎大学工学部学生の物理の理解

度が議論された。報告では、大学でも補習等きめ細かい指導がなされている様子も紹介されたが、

このことは高校教員にとって新鮮な情報だったようである。続いて、株式会社ベネッセコーポレー

ションから講師を招いての「新しい大学入試制度の概要について」と題する講義が行われた。来る

大学入試改革に向け、新しく求められることになる「学力」は何か、新制度導入までのスケジュー

ル、ＣＢＴ（Computer Based Testing）形式によるテストの方法や出題される問題のイメージなど

多様な内容が詳しく解説された。 

 

○第２９回会合（平成２８年７月１６日） 

日本科学協会の「サイエンスメンター制度」を利用した都城工業高等学校における生徒の個人研

究の実践例が紹介された。生徒と二人三脚で進む研究の様子がいきいきと紹介され、大変興味を引

かれるものであった。そのような制度自体を知らなかったという感想も多く見られたようである。

続いて、宮崎大学工学部電子物理工学科から講師を招いての「高校の物理・化学の知識で理解する

半導体」と題する講義が行われた。半導体に関する基礎的な知識の教授のみならず、赤外線をデジ

タルカメラで可視化する方法など実演を交えた解説もなされた。最後に、「上位層を伸ばす取り組

みについて」と題して、高校からの問題提起（事例紹介）に始まる全体での協議・情報交換が行わ

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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れた。初めてのテーマであり活発な議論とまではいかなかったようであるが、今後も継続的に協議

していくべきテーマであると考えられる。 

 

○第３０回会合（平成２８年１１月２６日） 

宮崎大学工学部環境・エネルギー工学研究センターから講師を招いての「超高効率集光型太陽電

池の発電電力を活用した世界最高効率水素生成」と題する講義が行われた。集光型太陽電池や水の

電気分解を行うセルを組み合わせた水素生成についてなど、宮崎大学で行われている研究の内容と

意義が詳しく解説された。続いて、高校や大学における試験問題をテーマに情報交換・協議が行わ

れた。「授業でしっかり教えたはずなのに、正答率の低い問題」や「簡単と思っていたけど、意外と

できない問題」について、高校・大学の両側から具体的な事例が紹介された。参加者も身近に感じ

るテーマだったようで、フリーディスカッションでは多くの発言があった。 

 

 

２．インターンシップ（機械系） 

①大学での工業高校生のインターンシップについて 

「工業高校生のインターンシップ」（機械系工業高校生のための宮崎大学での体験授業）を平成

２８年８月１７日、１８日、１９日の３日間で実施した。これは、高大連携協議会（機械系）にお

いて、高校側から提案された要請に応えて昨年から実施され、第２回目である。内容は大学１年で

実施する専門教育入門セミナーを高校生向けにアレンジした体験授業である。 

最初に、学科紹介とオリエンテーションを行った後、３日間にわたり５テーマ分の体験授業を実

施し、各テーマに対するレポートを提出させて、最後に、発表会と質疑応答を行った。参加生徒は

宮崎工業高校（１名）、小林秀峰高校（２名）、都城工業高校（１名）、日南振徳高校（１名）からの

合計５名であった。発表会後に実施した受講生へのアンケートの結果によれば、参加の目的は進学

の参考のための、大学の教室・設備の見学、大学教員による授業体験であり、目的の達成度はほぼ

十分であり、受講生の多くが進学意欲は高まったと感じていることがわかった。 

 

②高校での大学生のインターンシップについて 

本学機械設計システム工学科２年生１名が、宮崎県教育委員会主催の平成２８年度スクールトラ

イアル事業に参加した。これは、県内大学の１、２年生で高校教員を希望している学生等を対象に、

高校教員の業務に対する理解を深めるために、高校教員の日常の職務内容を体験するものである。 

当学生は７月３０日に宮崎国際大学でオリエンテーションを受講した後、１０月１１日、１２日、

１３日の３日間、宮崎工業高校で学校体験を行った。主な内容は、職員朝会やクラスのホームルー

ムへの出席、授業観察、生徒指導と教育相談に関する講話、校長先生・教頭先生の講話、部活動見

学である。参加学生の学校体験報告書によれば、学校体験を通じて高校教員の仕事や立場を学ぶと

ともに、高校教員になる将来への抱負を強く意識したことがわかった。 

 

 

３．高大連携協議会（機械系） 

工業系部会では、宮崎県下の工業高校と宮崎大学工学部との間での協議会を継続的に開催してい

る。平成２８年は機械系において次の協議会が開催された。 
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○平成２８年１２月１日（於 宮崎大学） 

高大連携協議会（機械系）が開催され、大学ならびに高校の現状と、宮崎県高等学校教育研究会

工業部会の平成２７年度の教育活動について報告が行われ、今後の高大連携について以下の検討を

行った。 

①大学での高校生のインターンシップについての報告があり、来年度も実施することになり、大

学から高校側の協議会連絡係へ平成２９年７月上旬頃に実施日程を問い合わせることとした。 

②高校での大学生のインターンシップとして、宮崎県教育委員会主催のスクールトライアル事業

への大学生の参加の報告があり、今後も、高校教諭を志望する学科学生に対して本事業を案内する

こととした。 

その他、近年、推薦入学を受験する工業高校生が減少している原因についての質疑応答や、大学

院工学研究科修了生や工学部卒業生の県内企業への就職率向上に向けた工学部同窓会による県内

企業 OB 交流会の開催案内について情報提供を行った。 

以上 
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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２８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 カオス 

 担当教員  工学基礎教育センター 今 隆助 

 日時 講義先  ６月３日（金）10:50～12:40  宮崎学園中学校・高等学校  ６０名 

 講義内容 

  カオスの数学的な意味を卓上実験と数値実験を交えて説明し、カオス発見の歴史を講義した。 

 

 

題   目 宇宙観測と情報処理 

 担当教員 情報システム工学科 廿日出 勇 

 日時 講義先  ６月１８日(土) 10:30～12:00  宮崎県立小林高等学校  ３８名 

 講義内容 

  天体観測からどのように天体の性質を知ることができるのか、星の色と明るさから星の温度と大きさを求め
る方法を解説した。次に、様々な波長の光（電波、紫外線、可視光線、X 線、γ線）に加えて、最近になっ

てニュートリノ、重力波の天文学が始まったこと、X 線天文学の始まりと高エネルギー天体の観測について

解説した。最後に X線観測装置の開発に情報処理技術がどのように応用されているのかを解説した。 

 

 

題   目  近年の環境問題及び廃棄物を利用したエコマテリアルの解説 

 担当教員  機械設計システム工学科 木之下 広幸 

 日時 講義先  ６月１８日(土) 10:40～12:10  宮崎県立日向高等学校  ４０名 

 講義内容 

  （1）宮崎大学の学部、大学院の紹介 

   （2）機械設計システム工学科で学ぶ主な専門分野、及び学科で行われている研究の紹介 

   （3）大気汚染、水質汚染、土壌汚染、及び廃棄物の埋め立て等の現状について 

   （4）廃棄ガラス繊維強化プラスチックを再利用したエコマテリアルの開発について 

 

 

 

 

 

 

 

出前講義（平成２８年度） 
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題   目  電気と磁気の‘見える化’のはなし 

 担当教員  電気システム工学科 武居 周 

 日時 講義先  ７月１６日（土）10:30～12:00  宮崎県立日南高等学校  ２８名 

 講義内容 

  視覚的に捉えることができない電気と磁気、また両者の相互作用の見える化＝可視化は大変重要なトピ
ックである。本講義では、スーパーコンピューターなどの並列計算機利用を前提とした大規模シミュレーシ

ョン技術を研究・開発することによって、私たちの生活環境や体の中などの電気と磁気の振る舞いを可視

化し、電気エネルギーや通信技術の安全・安心を支えるといった取組について講演した。 

 

 

題   目  課題研究について 

 担当教員  環境応用化学科 塩盛 弘一郎 

 日時 講義先  ７月２１日(木) 14:30～16:30  宮崎県立延岡星雲高等学校  ５名 

 講義内容 

  課題研究について生徒より各自のテーマおよび結果について説明を受けた後、課題研究を実施す

る上で注意する点やプレゼンテーションの実施例について講義を行った。その後、大学や進路につ

いて質問も受けた。 

 

 

 題  目  課題研究中間報告会 

 担当教員 電子物理工学科 森 浩二 

 日時 講義先  ７月２１日（木）14:00～16:30  宮崎県立延岡星雲高等学校  １１名 

講義内容 

  延岡星雲高校のフロンティア科２年生の課題研究中間報告会に参加して、その途中経過について

適宜コメントを行った。計画を立てているものの、まだほとんどのグループが実験に取り組めてお

らず、実験についてのアドバイスを送ることは困難であったが、残り日数ではとても実行できない

ような計画が多かったので、計画自体の見直し方や実験時間の見積もりの考え方などをアドバイス

した。 

 

 

 題   目 課題研究の中間発表に対する指導 

 担当教員  電子物理工学科 荒井 昌和 

 日時 講義先  ７月２１日（木）14:30～16:30  宮崎県立延岡星雲高等学校  ６名 

講義内容 

  フロンティア科の２年生のうち、３班６人の課題研究の中間発表を聞き、今後の研究の進め方、データの

整理の仕方などを指導した。その後、３年生の担任に宮崎大学工学部や学科の説明などを行った。 
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 題   目  宇宙物理学への招待 

 担当教員  電子物理工学科 森 浩二 

 日時 講義先  ７月２７日（水）12:30～14:20  宮崎第一高等学校  ７０名 

 講義内容 

   現在の宇宙物理学の最新成果を紹介するとともに、高校側からリクエストのあった大学で学ぶことの魅力

について説明した。 

  

 

 題   目 課題研究に必要な実験に対しての指導 

 担当教員  電子物理工学科 荒井 昌和 

 日時 講義先  ８月１９日（金）13:30～19:00  宮崎県立延岡星雲高等学校  ３名 

講義内容 

  朝フロンティア科の２年生のうち、３人の課題研究に必要な実験の仕方、今後の研究の進め方、

データの整理の仕方などを指導した。 

 

 

題   目 宮崎大学工学部電子物理工学科について～カリキュラム、進路、最先端研究～ 

 担当教員  電子物理工学科 鈴木 秀俊 

 日時 講義先  ８月２４日（水）14:15～15:00  宮崎県立宮崎北高等学校  ５０名 

 講義内容 

  最初に宮崎大学工学部の概要を紹介し、その後に電子物理工学科で行われている教育及び研究

の紹介として、主に「半導体」を中心に太陽電池研究も含めて説明を行った。 

 

題   目 原子と光 

 担当教員  電子物理工学科 大﨑 明彦 

 日時 講義先 ９月３０日（金）14:40～16:30  宮崎県立宮崎西高等学校  ７２名 

講義内容 

  電子物理工学科の紹介をした後、原子の発する光を観察する装置や光のスペクトルについて説明

し、その後量子論的世界観について歴史的な経緯を踏まえて解説した。 

 

 

題   目  化学と医学の連携：癌治療に役立つ化学物質の合成と実証 

 担当教員  環境応用化学科 保田 昌秀 

 日時 講義先  ９月３０日（金）14:40～16:30  宮崎県立宮崎西高等学校  ６４名 

講義内容 

  ・当研究グループで行っている「光線力学療法薬剤の開発」の研究紹介を行った。研究を行って

いく心構えについても触れた。 

  ・後半の３分間で大学の学部の説明を行った。工学部における化学の立場、日本の大学における

化学の立場、理学部化学との相違などにも触れた。 
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題   目 ARやVRなどバーチャル映像技術の展望 

 担当教員  情報システム工学科 坂本 眞人 

 日時 講義先  ９月３０日（金）14:40～16:30  宮崎県立宮崎西高等学校  ４０名 

講義内容 

  当研究室や研究ユニットで進めている仮想映像技術による観光支援や教育支援等の研究の動向も

含めて、これら映像技術に関連する基礎的事項や展望について講義した。 

 

 

題   目  風洞実験でやれること 

 担当教員  機械設計システム工学科 小園 茂平 

 日時 講義先  ９月３０日（金）14:40～16:30  宮崎県立宮崎西高等学校  ８０名 

講義内容 

  流体力学の入門としてどんな分野で何に役立っているかを述べ、風洞とはどのような構造をして

どのように使用するかを示した。予備知識として、抗力係数とは何かを簡単に定義した。追尾式太

陽光発電システムの研究例を紹介し、実物の代わりに縮小模型を使って良い理由を述べた。自動車

と同様の最適化を追尾式太陽光発電システムでも行っていることを説明した。 

 

 

題   目 物理ってなんだ？ 

 担当教員  工学基礎教育センター 松田 達郎 

 日時 講義先  １０月７日（金）13:10～16:30  熊本県立八代高等学校  ４１名 

講義内容 

  受講者が中学3年から高校2年までと、物理をこれから履修する生徒が半数以上を占めていたので

過去の学者たちの天動説から地動説への理解の発展の歴史を振り返り、物理および物理法則とは何

かを説明した。次に、物理が工学の基礎となり役立つこと、さらにこれから物理を勉強する際の注

意点などを紹介し、最後に講師の研究である高エネルギー物理学について簡単に紹介した。 

 

 

題   目 センサーとプログラミングそしてIoT 

 担当教員 情報システム工学科 久保田 真一郎 

 日時 講義先  １０月１１日（火）13:50～16:00  宮崎県立妻高等学校  ４３名 

講義内容 

  簡易なセンサーとパソコンを教室に持ち込み、センサーの数値を使ったイベント駆動型プログラ

ムについて解説を行った。 

 

 

題   目  掃除機ロボット以後、生活支援ロボットはここまで来た 

 担当教員  環境ロボティクス学科 李 根浩 

 日時 講義先  １０月１１日（火）13:50～16:00  宮崎県立妻高等学校  ４３名 

講義内容 

  からくりから始まった日本ロボット研究の歴史を紹介した。最近の生活支援ロボット現状として 

 アミューズメント・エンタテイメントロボットと移動支援ロボットにおける新たなサービスに携わ

る技術を説明した。また、講演の中、15分にかけて自学科の紹介を行った。 
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題   目 バイオからインフラまで、工学の最新事情 

 担当教員  電気システム工学科 迫田 達也 

 日時 講義先  １０月１２日（日）14:10～15:55  大分県立中津北高等学校  ４８名 

講義内容 

  工学部の特徴（就職先・就職状況）と各学科の特徴について概説するとともに、バイオからイン

フラまで幅広く行われている研究の中でもバイオ系の研究を紹介した。 

 

 

題   目  「ものづくり」のために大学で学ぶこと 

 担当教員  機械設計システム工学科 盆子原 康博 

 日時 講義先  １０月２０日(月) 15:30～16:20  宮崎県立宮崎南高等学校  ３０名 

講義内容 

 身の回りで発生する振動現象を紹介するとともに、ものづくりの学問である「機械工学」が担

う役割について説明した。 

 

 

題   目 土木計画と社会の関係について 

 担当教員  社会環境システム工学科 嶋本 寛 

 日時 講義先  １０月２１日(火) 13:20～16:10  宮崎県立福島高等学校  １１名 

講義内容 

社会環境システム工学科の教育・研究内容と、当方の専門分野である土木計画学について説明し

た後、簡単な例題を使った土木計画が社会に果たす役割について理解してもらう講義を行った。 

 

 

題   目   未来を探る先輩課外授業 

 担当教員  環境応用化学科 菅本 和寛 

 日時 講義先  １１月１２日(土) 8:30～12:00  福岡県立八幡高等学校  ５０名 

講義内容 

宮崎大学の紹介、大学の選び方、大学の過ごし方、博士の取得方法などを講義した。 

 

 

題   目 養豚廃水からの窒素、リン、カリウムの回収 -地域の資源循環- 

 担当教員  社会環境システム工学科 土手 裕 

 日時 講義先  １１月１２日(土) 9:00～10:30  宮崎県立宮崎西高等学校  ３名 

講義内容 

養豚廃水からの窒素、リン、カリウムを回収する意義、回収方法、回収条件設計の考え方、今後

の展開を講義した。 

 

 

 



－ 64 － 

日　付 テ　ー　マ 講　師 参加（合計）

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と太陽電池の現状

Si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

Si太陽電池のモジュール技術2

CIGS太陽電池材料の物性

CIGS太陽電池材料の評価

CIGS太陽電池の作製プロセス1

CIGS太陽電池の作製プロセス2

有機系太陽電池概論

有機系太陽電池の研究開発動向

高効率太陽電池の現状

集光型太陽電池の現状

平成２８年度　太陽光発電基礎講座　参加者人数

境　健太郎（宮崎大学）

高倉　健一郎（熊本高専）

柿本　浩一（九州大学）

田中　誠（パナソニック㈱）11/18（金） 34人

11/11（金） 23人

11/12（土） 18人

12/9（金） 37人

11/25（金） 29人

峯元　高志（立命館大学）

櫛屋　勝巳（ｿｰﾗｰﾌﾛﾝﾃｨｱ㈱）

早瀬　修二（九州工業大学）

太田　康之（宮崎大学）

12/8（木） 29人

 

 

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 

 

宮崎大学工学部では、将来に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、これまで七年間にわ

たって継続的に実施してきた｡平成28年度も｢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、学生や中小企業の技術者を対象とし、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｡今年

度については、工学部の福山敦彦先生の元、基礎講座となる16コマを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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28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）、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）について活動を行った。 

 

【人材分科会】 

平成28年10月に1回工場見学を実施した。 

平成27年7,8月に採用試験を実施し、1名が内定した｡ 

短期間のインターンシップを実施することとなった。 

 

【定例協議会】 

平成28年5月25日に、ホンダロック社104,105会議室にて実施された｡工学部から8名、ホンダロ

ック社から11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、2015年度活動実績、

2016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｡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ホンダロックとの産学連携事業 

図：5/25 実施の定例協議会の風景 

ここに協議会の写真を入れてくださ

い。ホンダロック・宮崎大学双方のの

出席者が写っているものが望ましい

です。 
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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１９～２８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） 

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 
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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 

 

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 
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平成２５年度（２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 

 

平成２６年度（１件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

多田産業株式会社 剣道防具の打撃緩和技術と面の耐久性に関する研究 鄧教員 

 

平成２７年度（１件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

（有）よしたにクロージング バンドによる人の状態・・姿勢変化に関する研究について                    

―高齢者、介護者の生活の質改善を目指して― 

田村教員 

 

平成２８年度（２件） 

提案企業 研究内容 担当教員 

社会福祉法人まほろば福祉会 障害の程度に合った入力インターフェイスの検証とその活用方

法 

田村教員 

吉玉精鍍株式会社 情報ＳＧ課 ロコモ測定電動昇降椅子の設計と製作コスト評価 鄧教員 
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