




大分県 １０：００～１５：００
自分のカラダ、ちゃんと知って
る？～「知る」からはじめる
「妊活」～

晩婚化が進み、不妊に悩むご夫婦が増えています。大学生などの早い時期に自分のからだ（生
殖機能）のことを正しく知って、将来のライフデザインを考えて行動する、「妊活」につい
て、出前講座や動画をきっかけに考えてみませんか？

市民一般 屋外テント

１０：００～１４：００ 輝く未来に清き一票を
近年の各種選挙では、全般的に投票率が低下傾向にあり、特に若年層にその傾向が顕著に現れ
ています。選挙権が１８歳以上に引き下げられた今、若者の皆さん、政治や選挙に対して関心
を高めてみませんか。

大学生，市民一般 屋外テント

１０：００～１６：００ ラグビーPRパネル展in大分市
４年に１度のラグビー世界一決定戦、ラグビーワールドカップ。2019年の日本大会は英国など
のラグビー伝統国の枠を飛び出し、史上初のアジア開催となる非常に画期的な大会であり、そ
の開催地の一つとして大分が決定しています。あの感動を大分でもう一度！！

大学生，市民一般 屋外テント

１０：００～１６：００
“ふるさとの味を届けます”大
南市場開店

戸次の名産品ゴボウを餡に使った，ちょっとピリ辛な饅頭「ごぼまん」・「鶴賀城まんじゅ
う」・「馬〆あじ寿司」や、農産物などを販売します。
※販売品目は変更になることがあります。

市民一般 屋外テント

佐伯市 １０：００～１６：００
みんなで2016西日本B-1グラン
プリin佐伯へ行こう！

１１月１９日（土）、２０日（日）に開催される、西日本Ｂ－１グランプリin佐伯のＰＲと、当
日のチケット販売を行います。また、食のキャンペーンの開催期間でもあるため、佐伯市の観
光ＰＲも併せて行います。

一般 屋外テント

蒲江漁業青年部連
絡協議会

１０：００～１６：００ 蒲江水産フェア―
蒲江のイケメン若手(？)漁業者が豊かな海で育った特産品の緋扇貝とサザエ、白はまぐりを炭火
でじっくり焼き上げます！口いっぱいに広がる海の恵みをぜひご堪能ください！

一般 屋外テント

１０：００～１６：００
おおいたの味力発信！「中津か
らあげ　もり山」実演販売

からあげグランプリ5年連続最高金賞受賞！！
本場中津からあげをぜひご賞味下さい。

学生，一般 屋外テント

１０：００～１６：００
おおいたの味力発信！「ぶたま
んの店　幸崎」実演販売

創業50年。温泉水を使った国産小麦使用の安心、安全、手作りぶたまん。 学生，一般 屋外テント

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

「出張なんでも技術相談会」
お客様の技術開発に関するご相談や各種ニーズにお応えする、「出張なんでも技術相談会」を
開催します。

一般企業，事業者 産学官連携推進機構

１０：００～１２：００
１２：３０～１４：００

ダンボールクラフト d-torso
ムーミン をつくろう！

ダンボールシートを切断加工して作製された、超細密ペーパークラフトを簡単に楽しく組み立
てていただきます。

小学生の親子（先着40
組）

産学官連携推進機構

公益社団法人
大分県作業療法

協会
１０：００～１４：００ 感じてみよう作業療法！

作業療法って何？作業療法士って何をしている人？
そんな疑問にお答えすべくやってきました。
簡単な作業を通して、作業療法というものをぜひ感じてみてください。
お子さん対象の楽しい作業活動もありますよ。

市民一般 屋外テント

大分県社会保険
労務士会（大分
東支部，大分西

支部）

１０：００～１６：００
社労士月間推進事業　無料労働
相談コーナー

社労士月間推進事業の一環として、社労士の業務について理解を深めていただくとともに、無
料労働相談、年金相談コーナーを設け、賃金や労働時間、解雇等労働条件に関するトラブル、
これから就職されようとする学生の皆さんや市民の皆さんが，日頃抱えている問題点について
円滑に解決できるよう具体的なアドバイスや解決に向けてお手伝いします。

学生，一般 屋外テント

１３：００～１５：００
アートプロジェクト2016　上演
系　～tri-angle～

今年のテーマは「tri-angle」。３という数字に着目し、音楽・美術・身体表現の三つの分野から
なる総合表現コースの学生が企画するアートプロジェクト。「目と耳と心」で感じてほしい作
品ばかりです！是非ご覧ください。

学生，一般 第3体育館

１２：３０～１６：００
アートプロジェクト2016　展示
系　～tri-angle～

今年のテーマは「tri-angle」。３という数字に着目し、音楽・美術・身体表現の三つの分野から
なる総合表現コースの学生が企画するアートプロジェクト。「目と耳と心」で感じてほしい作
品ばかりです！是非ご覧ください。

学生，一般 第3体育館
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１３：００～１６：００
簡単！ペーパークラフトで４足
歩行の不思議なロボットを作ろ
う！

ペーパークラフトでトコトコ歩く４足歩行の不思議なロボットを作りましょう！誰でも簡単に
短時間で作成できるので、ぜひ、チャレンジしてください！

小学生 教養教育棟22号教室

１０：００～１６：００ 経済学部紹介パネル展示
経済学部ではどんな勉強ができるのかご存知ですか？
経済学や経営学に加えて地域研究、語学、国際文化比較、法律などの専門的な勉強もできるの
です。普段見落としがちな経済学部の中身をすべてあなたに伝えます。

高校生，大学生，一般 経済学部学生談話室

１０：００～１６：００ 経済学部ゼミ紹介パネル展示

大学のゼミでは一体どんなことを勉強するのでしょうか？
経済学科、経営システム学科、地域システム学科のすべてのゼミナールの学習内容や活動を、
写真を交えてパネル展示します。わー、経済学部ってこんな勉強もできるの？ややっ、自分た
ちの学生時代とは変わったものだ！
経済学部に来るのが初めての方にも卒業生にも、意外な発見が待っています。

高校生，大学生，一般 経済学部学生談話室

１０：００～１６：００ 経済学部の歴史パネル展示

温故知新！経済学部の歴史は、日本で８番目の官立商業学校として1922年に開校した“大分高
等商業学校（大分高商）”に始まります。1944年の改組、1949年の学制改革により大分大学経
済学部として出発しました。旧”高商”系の経済学部として90年を超える歴史を振り返りなが
ら、未来を語り合ってみませんか？

高校生，大学生，一
般，卒業生

経済学部学生談話室

１０：００～１６：００ 経済学部入試情報 経済学部の入試情報をわかりやすくパネルで説明します。質問などはお気軽に。 高校生，大学生，一般 経済学部学生談話室

１０：００～１６：００
大学院経済学研究科紹介パネル
展示

大学院経済学研究科には留学生や社会人も数多く学んでいます。どんな研究ができるのか、講
義やゼミの内容を紹介します。
あなたも大学院で学んでみたい！と思いませんか？

高校生，大学生，一般 経済学部学生談話室

１３：００～１６：３０
「高校生なるほどアイデアコン
テスト2016」最終審査および表
彰式

今回で１２回目の「高校生なるほどアイデアコンテスト」です。高校生から見た人、聞いた人
を、「なるほど～」と唸らせるようなアイデアを募集しました。今日はいよいよ１０組の最終
審査の日。県内外から集った高校生のプレゼンに期待してください！

高校生，保護者，
進路指導担当の高校教
諭

経済学部101号教室

医学部 １０：００～１５：００ 見直そう！私たちの性生活
妊娠や避妊、中絶に関する展示を行っています。大きさや重さを再現している、赤ちゃんや胎
児に触れることで、避妊という身近な選択の大切さを感じてみませんか？妊婦体験も実施して
います。妊婦さんの感覚、試してみませんか？

高校生以上 屋外テント

１０：００～１６：００
お湯の熱で動く機械　低温度差
スターリングエンジン

お湯の熱で動くスターリングエンジンが触れます。国内各地から参加者が集まった競技会の様
子も報告します。なお、金属板の穴あけ加工やホンの数度ですが冷蔵庫のようにものを冷やす
体験も随時若干名受け付けます。

小学3年生以上（成人
可）

工学部講義棟204号教室

１０：００～１６：００
発展するメカ　－ロボットと遊
ぼう－

機械コースで活躍する腕の形をした２台のロボットを紹介します。みなさんが好きなジュース
を置くと、目のついたロボットがそれを見て、同じジュースを運んでプレゼントしてくれま
す。3Dプリンタのデモやドローンの展示も行います。

小学生，中学生
工学部講義棟103号メカトロ
実験室

１０：００～１６：００
（作成は１５時まで）

ペットボトルロケットを作って
飛ばそう！

ペットボトルロケットは空気圧で水を噴射しながら飛ぶロケットです。これを自分で作って飛
ばしてみませんか。ロケットの羽根の形や取り付け位置でまっすぐ飛んだり曲がったりしま
す。うまく作れば、びっくりするぐらい飛びますよ。

小学生，中学生
工学部エネルギー棟1階多目
的研修室
ラグビー場

１０：００～１６：００
「プラズマ」の最新技術を見て
みよう！

「プラズマ」とはオーロラや稲妻といった光る気体であり、電気工学の技術を使って人工的に
作ることができます。このイベントでは実際に発生させたプラズマを見てもらい、どのように
役に立つか実感してもらいます。

小学生，中学生，高校
生
一般

工学部機械・電気棟1階・3
階

１０：００～１６：００ 音で遊んでみよう！！！
電気電子工学科電気コースの研究のうち、音に関する研究を行っているので、ストローで作る
笛など簡単な音の出るおもちゃつくりを実際に体験して頂きます。

小学生，中学生 工学部機械・電気棟5階

１０：００～１６：００
きらきら光るソーラーランプを
作ろう！

宝石のようにきれいなビーズやセロファンを入れて、お絵書きしたら、オリジナルのランプが
できあがり！
おひさまの光でデンキをためて、くらくなったら、かってに光りだすよ！
小さい子でもかんたんに作れるよ！

園児，小学生
（低学年，小学生以下
のお子さんは保護者同
伴）

工学部合同棟107号教室

１０：００～１６：００ 発電おもちゃで遊んでみよう！
「手回し発電カー」、「ソーラーバッタ相撲」、「音が鳴る風車」、「ふりふりピカピカライ
ト」など、遊びながら発電のしくみを学ぼう！

園児，小学生
（低学年，小学生以下
のお子さんは保護者同
伴）

工学部合同棟107号教室，教
室前の廊下

経済学部



１０：００～１６：００
環境にやさしいエネルギーエレ
クトロニクス研究室の紹介

ハイブリッドカーや電気自動車、太陽光発電システムなどに用いられるエレクトロニクス技術
を紹介します。ハイブリッドカー用電源、マツダi-Eloopシステム、モバイル機器の非接触充
電、直流コンセント、IHクッキングヒーター、磁気活性水の生成システムなどの展示も行いま
す。

小学校高学年以上 工学部合同棟107号教室

１０：００～１６：００
材料がなくなり次第終了

ビー玉万華鏡を作ってみよう！
ビー玉とミラーシートを使った簡単な万華鏡を作ってみよう！作った万華鏡は持ち帰りができ
ます。またこの万華鏡を製作するコーナーとともに、パネル等による研究室の研究内容につい
て紹介するコーナーも設ける予定です。

年齢制限なし 工学部電子棟4階演習室

１０：００～１６：００
音とコンピュータ　～音声対話
ロボットなど～

音をコンピュータで処理するとどんなことができるのか実験を通して体験してもらいます。ロ
ボットがおしゃべりし、あなたの声に合わせて動きます。みんなは、上手にロボットを操縦で
きるかな！？

小学生，中学生
工学部知能棟1階学生ラウン
ジ

１０：００～１６：００
アニメと一緒におもしろ放送
局！

TVMLというテレビ番組用のプログラム言語を使って、アニメと一緒の放送番組を作ります。最
先端の映像技術を使った、面白い番組を作ってみませんか？

小学生，中学生，高校
生
一般

工学部知能棟前

１０：００～１６：００
みんなで，触って，使おうコン
ピュータ

手や指で触って操作する情報機器が当たり前になってきましたが、もっと大画面で、みんなで
取り囲んで、いろいろなことができるテーブルのようなディスプレイを使って、楽しいことを
体験しましょう。

小学生，中学生，高校
生
一般

工学部知能棟1階実習室

１０：３０～１２：００
(１０時受付開始)

１３：３０～１５：００
（１３時受付開始）

ロボット相撲教室

ロボットの「すもう」について調べてみよう！この教室では、力士ロボットがすもうに勝つた
めのいろいろな動きを考えながら、チームごとにプログラミングを行います。最後に、相撲大
会を開催します。目指せ！最強力士ロボット！（2回実施（午前と午後）、先着受付順16チー
ム）

小学生～一般 工学部合同棟108号教室

１０：００～１６：００
実物大！建築模型体験（へ
～！？こんな造りになっている
のか）

実物大の３つの建築模型（木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造）において建築に関するクイズ
ラリーを実施し、各建築構造の特徴を体験しながら建築の魅力や重要性を知ってもらいます。
クイズラリー全問正解者には景品を差し上げます。

小学生，中学生，高校
生

建築実物模型エリア
（工学部建築棟・福祉棟の
間）

１０：００～１６：００
驚愕の建築音場　－建築音響の
不思議な世界－

建築室内外の音響に関する諸問題や最新の研究動向に関する展示、音に関わる不思議な体験が
できるデモンストレーションを実施。「残響室」や「無響室」といった音の測定に利用する特
別な部屋の紹介も行っています。

一般
情報基盤センター地下
残響室・無響室

１０：００～１６：００
福祉へのロボット・メカトロニ
クス技術の応用

福祉環境工学科メカトロニクスコースでは、すべての人が平等に、より安全で快適な社会生活
を送るために、メカトロニクス・システム工学を応用した研究・開発を行っています。ここで
は、その研究教育の一部の紹介と車いすの体験を行っています。

一般 工学部福祉棟前道路，1階

１０：００～１６：００
不思議なプロペラを作ってみよ
う

振動で回る「不思議なプロペラ」を作ってみよう。材料は割りばしと厚紙と画鋲だけ！割りば
しをこすり合わせるとあら不思議？プロペラが回る。作り方はとっても簡単だから小さいお子
さんでも作れます。

小学生，中学生 工学部講義棟技術部室

１０：００～１６：００ BINGOでラリー
工学部の受付でビンゴカードをもらって、工学部の各会場に行こう！
掲示してある数字とカードの数字が同じだったら倒していこう。1列できればビンゴ！受付で景
品がもらえるよ。

小学生，中学生 工学部管理棟前

１０：００～１６：００ 福祉健康科学部の紹介
2016年4月に新たに設けられた福祉健康科学部について、学部スタッフがパネルやリーフレッ
トを交えて、分かりやすく詳しくご説明します。学部やコースの特徴、カリキュラム、学生生
活、入試のことなど、お気軽にお尋ねください。

一般 屋外テント

１０：００～１６：００ バルーンクエスト
風船をもってクローバーのかけらを集める旅に出よう！あなたの冒険はここから始まります。
すべて集まるころには福祉健康科学部マスターになれるかも！？すべて集めた方には、お菓子
のつかみ取りをサービス！

一般 屋外テント

１０：００～１６：００
あなたの肺は若い？　～「肺年
齢」を調べてみませんか？～

「肺年齢」ってご存じですか？　簡単な肺の検査を行い、その結果からあなたの肺の機能が何
歳に相当するかを算出したものです。「脳年齢」や「血管年齢」だけでなく、「肺年齢」を
知って健康管理に役立てましょう！

高校生以上 屋外テント

１０：００～１５：００
「児童養護施設　光の園」児童
の絵画と詩の展示

児童養護施設で生活している子ども達、一人一人の豊かな感性で描かれた絵画と詩を展示しま
す。また、クッキーとストラップの販売をしますのでよろしかったらお立ち寄りください。

一般 屋外テント

工学部



１０：００～１５：００
児童養護施設について知ろう～
小百合ホームによる写真展～

児童養護施設に対する社会的理解は充分とはいえません。また，様々な課題を抱えており，市
民のみなさんのお力添えを求めています。本企画では，小百合ホームの日常を写真で表現する
ことにより，社会的理解の促進をはかります。

一般 屋外テント

１０：００～１５：００
障がい者の方とともに開放イベ
ント・大学祭を楽しもう

今日は大分大学が1年で最も賑やかな日。障がい者の方々と学生・地域住民が一緒になって大学
祭・開放イベントを楽しみます。

一般 教育学部社会福祉演習室

１０：００～１５：００
児童養護施設の歩みと現状（児
童養護施設森の木）

大分県は、日本の児童福祉施設発祥の地で、1555年に「府内育児院」が設立され、1869年に
は、「日田養育館」が設立されました。現在の児童養護施設は、社会的養護の中心的な役割を
果たしています。森の木の小規模ケアや、子育て等の相談に応じる児童家庭支援センターなど
の取り組みを紹介します。

一般 屋外テント

１０：００～１５：００
ビクティムサポートふれあい
コーナー

オリジナルのしおりやペーパークラフトを作成します。この企画は，犯罪被害者への支援を
行っている大分被害者支援センターの協力のもと実施します。被害にあわれた方の苦しみやど
のような支援が必要かについて考えてみませんか。

一般 屋外テント

１０：００～１５：００
大行列ができる店！！！県内福
祉施設商品即売会

美味しい食べもの，装飾品，調度品など県内福祉施設の商品をお買い得な値段で販売します。 一般 屋外テント

１０：３０～１２：００ 知的書評合戦ビブリオバトル
ブンダイ生がいま一番面白い本を紹介します！どの本が一番読みたくなったかな？あなたの清
き１票がチャンプ本を決定します。

中学生以上 図書館

１０：００～１６：００
KENBUNを使おう！大分の歴史的
地域新聞ラッピングサービス

①おじいちゃん、おばあちゃんが生まれた日はどんな日だったのかな？
②○○年前はどんな日だったのかな？
新聞を印刷して飾り付けやラッピングをしよう！！
（１８７６年（明治９年）～１９６３年（昭和３８年）までです）

小学生以上 図書館

１０：００～１６：００ 一般・娯楽雑誌の無償配布
図書館で廃棄可能な一般・娯楽雑誌を大学開放イベント当日に来場した方に無償で配布をしま
す。

一般 図書館

国際教育研究セ
ンター

１０：００～１６：００ 世界を食べ尽くそう2016
様々な国からきている留学生が地元の料理やお菓子を作って販売します。留学生手作りの食べ
物を楽しみながら、留学生と交流し、その国の文化に触れ、世界を食べ尽くしましょう。留学
生とのおしゃべりも楽しんでください！

一般
ひろば地球村
教養教育棟13号教室

福祉科学研究セ
ンター

１０：００～１５：００
ぽんぽんモンスターを作ろ
う！！　～アーティストの作品
展示～

色んな種類の毛糸から自分の好きな毛糸を選んでぽんぽんモンスターを作ります。
うでに巻き付けたり、指に巻き付けたり、オーナメントにすることもできます。毛糸でポンポ
ンを作ってホットボンドでビーズやフェルトをつけるとぽんぽんモンスターの完成です。

小学生（低学年は保護
者同伴）以上（先着40
名）

教養教育棟28号教室

１０：００～１４：００
市民が支える市民活動―めじろ
ん共創応援基金の取り組み―

めじろん共創応援基金の紹介（成り立ち、実施事業、これまでの成果、展望）
めじろん共創応援基金に賛同し、連携しているNPO・企業などの物品販売（基金への寄附つき） ＮＰＯ関係者，一般 屋外テント

１０：００～１６：００
大分大学将棋部員による将棋教
室

将棋教室を、大分大学将棋部員の協力により開催します。
将棋のルールがわからない方の参加も大歓迎です！また、児童・生徒のみならず、親子での参
加もお待ちしています。

小学生，中学生及びそ
の保護者

教養教育棟27号教室

男女共同参画推
進室

１０：００～１６：００

きらやかな女性研究者ーこんな
研究していますー
女性研究者の学会派遣　報告展
示

大分大学では、女性研究者のキャリアアップのために、国際学会・国内学会の発表の派遣支援
を行っています。女性研究者、女性大学院生の研究をわかりやすくポスター展示し紹介しま
す。

小学生，中学生，高校
生
一般

図書館1階ラーニングコモン
ズ

産学官連携推進
機構

１０：３０～１２：３０
ものづくりクラブ「M-creator」
雪だるまランプを作ろう！

ものづくりクラブのM-creatorが主催するイベントです。LEDとマイコンを使って雪だるま型の
ランプを作ります。先着20名までとさせていただき，10：30から開始とさせていただきます。

小学生，中学生 教養教育棟24号教室

COC＋推進機構 １０：００～１６：００ COC＋推進事業の活動状況

文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」における、大分県内
で活躍できる若手人材の育成に向けた、大分大学を含む県内８大学等および連携企業・自治体
等の取り組みのご紹介をします。

一般 第一大講義室前

福祉健康科学部

学術情報拠点

高等教育開発セ
ンター


