
７/23 (木・祝日)

お問合せ先：群馬大学理工学部機械知能システム理工学科 機械の学校 事務局
TEL: 0277-30-1500, E-mail: taiken.gu.mech@gmail.com

こんな人には特におススメなイベントです！

最先端の研究に触れてみよう！

内容変更の可能性が

あります 最新の詳細

情報をご確認ください

http://www.mst.st.gunma-u.ac.jp/mschool/

• 科学が大好き！

• 研究に興味がある！

• 進路を理系・文系か悩んでいる！

• 群馬大学理工学部に興味がある！

• 大学生から話が聴きたい！

09:20～16:30

オンラインでも大丈夫！
「本物の先生が直接語りかける特別な研究体験」をご用意しています！

★ 申込期間 令和2年7月16日 まで ★

または，「機械の学校」で検索！

令和２年

群馬大学理工学部
から全国へ配信 高校生向け科学体験イベント

会
場

主催：群馬大学大学院理工学府，一般社団法人日本機械学会関東支部（群馬ブロック）

後援：一般財団法人 群馬大学科学技術振興会(予定) ， 群馬県教育委員会(予定) ，桐生市(予定)
協賛： (有)共栄化学，(有)マツダ商事，(株)ラボ・システムズ



No タイトル 内容 コース 募集人数

1

チョコレートで学ぶ
鋳造とテンパリング

金属を溶かして型に流して製品を作ることを鋳造と言います．また，金属
は食材と同じで熱を加えると硬さ等が変わります．これをテンパリングと
いい金属製作では重要な工程です．チョコレートでもテンパリングすると
味や硬さが変わります．ここでは，チョコレート作りを通じて金属の鋳造
とテンパリングを一緒に学びましょう．

午前 3

2

デジタル時計の回路を
作ろう

デジタル回路の基本を，デジタル時計の設計を通して学びます． 回路
設計ソフトが動くホームページを使って，回路設計の基礎と部品の仕組
みなどを解説しながら，回路を組み立てていきます． 一日 15

午前 5

午後 5

午前 3

午後 3

5

自宅のPCで
シミュレーション

自宅のパソコンを利用して，加速度が一定でない場合の質点の運動
（大学レベルの力学）をシミュレーションします．　大学3年レベルのプロ
グラミング演習の課題と同等の内容を，エクセルを用いて簡便に体験し
ます．

午後 5

午前 5

午後 5

午前 2

午後 2

午前 4

午後 4

9

流れの可視化 流れの構造を把握して，例えば自動車の空気抵抗を減らすことなどに
役立てるために，流れの可視化が大変重要です．シュリーレン法，レー
ザーシート光法と呼ばれる二つの可視化方法について実験を通して理
解してみましょう．

午前 10

午前 2

午後 2

11

ロボット工房！ 最新のＬＥＧＯとプログラミングソフトで，ロボットづくりに挑戦してみよう．
分からないことがあっても，アシスタントが手助けしますのでご安心を！
自分で組み立てたロボットに命を吹き込む瞬間を，あなたも味わってみ
ませんか？

一日 5

3

金属の熱伝導を計測する アイスクリームスプーンは，何故，固いアイスクリームをすくえるのでしょ
うか？スプーンを作っている金属の熱伝導に関係していると考えられま
す．色々な金属の熱伝導を観察してみましょう．

4

人工知能はいかに物を
見分けるか

スマートフォンのカメラは，画面上の人の顔を認識し追跡します．人工知
能に画像を見せれば，それが何であるか特定できます．このような画像
認識の要(かなめ)となる人工知能の技術をプログラミングを通して実践
的に学びます．

超高速！！燃料噴霧を
先端技術でみてみよう！

自動車用エンジンの中では燃料を霧状の噴霧として供給していますが，
その噴霧は1秒間に数100メートルの速度で移動し，その様子を知るこ
とは容易ではありません．その燃料噴霧の様子を毎秒5万コマの高速
度カメラで観察し，噴霧の状態を知る上で重要な噴霧到達距離を実際
に解析してみましょう．

10

機械の振動（ゆれ）を
てなづけよう！

振動（ゆれ）は機械の大敵．機械を壊したり，いやな音を出したりしま
す．この振動，ちょっとした2，3ポイントをおさえると， 「てなづける」こと
ができます！振動をてなづける「ポイント」を，「モデル実験」と「簡単な
物理と数学」のみで教えます！さらに，そのポイントを押さえて機械のも
のづくりに活かした例を紹介し，研究レベルの振動実験もライブ映像など
で体験していただきます！

6

安全・安心な暮らしを支える防犯カメラは，「人の顔」ではなく「人の歩き
方」を見て人物を特定していることをご存知ですか？人工知能開発で世
界的に利用されているプログラム言語Pythonを利用した画像処理プロ
グラミングを通して，人の動きを検出するしくみについて学びます

画像処理による
人の動きの検出7

8

金属材料の
強度コントロール

自動車や電車などに使われている金属材料は，加熱や急冷操作など
の熱処理をすることでその組織が変化し，硬さや粘り強さを自由に変え
られる魅力あふれる材料です．硬さと曲げ強度の調査と，電子顕微鏡
による破壊した面の高倍率観察を行います．

※ オンライン実施のため内容が一部変更となる可能性があります．あらかじめご了承ください．


申込イベント

		出展番号 シュッテン バンゴウ		受付番号 ウケツケ バンゴウ		タイトル		担当教員 タントウ キョウイン		mail		連絡先 レンラクサキ		申込コース モウシコミ		人数 ニンズウ		実施場所 ジッシ バショ		内容 ナイヨウ		特記事項 トッキ ジコウ		研究室名 ケンキュウシツ メイ		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		研究テーマ ケンキュウ		研究キーワード ケンキュウ		参加イベント サンカ		モットー		ホームページurl		メッセージ		本人写真 ホンニン シャシン		出展写真 シュッテン シャシン

		1		1		金属を変形させてみよう！		西田進一		snishida@gunma-u.ac.jp		090-8776-6716		半日(午後) ハンニチ ゴゴ		10		3号館3111 ゴウカン		みなさんの最も身近な金属から作られた物の一つに，アルミ缶があります．アルミ缶は，なんと，たった1枚の板から，どんどん形を変えて作られています．では一体，どうして金属は変形するのでしょうか？機械の学校では分かりやすく楽しく金属の変形を体験してみましょう！
		長袖，長ズボン，クツ，を着用とのこと．		材料プロセス研究室		金属加工学		金属の塑性加工および鋳造加工		塑性加工，鋳造加工，半溶融半凝固加工，FEM解析		ダビンチ工房		安全第一 アンゼン ダイイチ		http://www.st.gunma-u.ac.jp/research_topics/mst_nishida/		金属は身近な物に使用されており，塑性加工および鋳造加工によって製造されています．加工技術の理解を深めることで，より便利で優れた物が製造可能になります．		 		油圧式万能試験機 ユアツ シキ バンノウ シケンキ

		6		2		自動運転自動車の仕組み学習と開発体験		小木津武樹				070-4458-2930		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		9		８号館N棟ピロティおよび群馬大学内舗装路		群馬大学では、「誰もが事故なく快適に」移動できる自動運転自動車の研究開発を行っています。その仕組みを学ぶとともに「ぶつからない車」の開発体験を行います。（運動靴、動きやすい服装を着用し、昼食をお持ちください。）		屋外（日陰）での実施となります。涼しい格好でお越しください。		ダイナミクスシステム創製		ITS(Intelligent Transport Systems: 高度交通システム)		協調型車両制御システム、交通全体のセンサヒュージョン、運転支援のヒューマンファクタ		カーロボティクス、サイバーフィジカルコンピューティング、ヒューマンマシンインタラクション		メカメカフェア、オープンキャンパス		視野を広く持つ				当研究室では、「誰もが事故なく快適に」移動できる自動運転車の研究開発を行っています。自動運転車は交通のあり方を変え、皆さんの生活にも影響するかもしれません。研究用の自動運転車を使ったシステム開発体験を通じて、クルマや交通の未来を感じ、考えてみてください。				使用する実験用車両 シヨウ ジッケンヨウ シャリョウ

														半日(午後)		9

				3		ロボット工房！		山田功，
端倉弘太郎		yamada@gunma-u.ac.jp				1日 ニチ		30		３号館４階CAD室		最新のＬＥＧＯとプログラミングソフトで，ロボットづくりに挑戦してみよう．分からないことがあっても，アシスタントが手助けしますのでご安心を！自分で組み立てたロボットに命を吹き込む瞬間を，あなたも味わってみませんか？		昼食をお持ちください．		ロボティクス		制御工学		システム制御理論とその応用，機械・ロボットの制御，機械の知的制御		制御理論，システム，制御，ロボット，学習，知的制御		ロボットと遊ぼう，群馬ちびっこ大学，テクノドリームツアーなど		楽しくやろうよ．				私は，好きなことに全力で取り組んできました．好きなことをするにも苦しいことがたくさん有ります．楽しみながら，努力したことは，裏切りません．				自分で組み立てたロボットに命を吹き込もう

		2		4		はじめての組み込みソフトウェア開発		茂木和弘		motegi@gunma-u.ac.jp		0276-50-2533		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		20		総合情報メディアセンター演習室A		携帯電話，自動車や家電製品などの多くの電子（電気）機器は，内部に小型のコンピュータが組み込まれています．この特定用途コンピュータ向けの，**初歩的**なプログラミングを行います．		特になし トク		インテリジェント組込みシステム		計算機システム，ソフトウェア，高性能計算，知覚情報処理		組込みシステム，人工知能，分散処理，画像情報処理		IoT, AI, アプリケーション		群馬国際アカデミー　サイエンスフェア		巨人の肩の上にのる矮人		http://researchers-info.st.gunma-u.ac.jp/mst_motegi_kazuhiro/		あなたはコンピュータに使われる人？　それとも使う人？
身近な電子機器の内部でコンピュータやセンサーが使われています．これらの機器を使用することができれば，いろいろなアプリケーションを開発することできます．
				プログラミング教育研修

		7		5		流れの可視化		天谷 賢児
矢野絢子 アマガイ ケンジ		yano@gunma-u.ac.jp		0277-30-1510		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		10		原動機棟103号室		流れの構造を把握して、流体関係機器の開発に役立てるために、流れの可視化が大変重要です。ここでは、シュリーレン法、レーザーシート光法と呼ばれる二つの可視化方法について実験を通して理解してみましょう。		汚れてもいい服装でお越しください。		流体理工学研究室		流体力学		EHD(電気流体力学)流れ		EHD(電気流体力学)流れ、マイクロ流路、イオン				楽しいと思ったことをやる		http://www.ene1.me.gunma-u.ac.jp/old_main_index.htm						湯気の可視化写真

		3		6		Wi-Fiマイコンの利用体験		田中 勇樹		ytanaka@gunma-u.ac.jp		0277-30-1592		1日 ニチ		8		3号館3318室		シンプルなプログラムと無線通信ができるマイコンを使って，センサーからのデータを受け取ったり，指令を送ってライトを光らせたりなど，制御や通信の仕組みを知ってもらいます．		特になし		デジタル情報処理システム研究室		情報工学基礎		算術演算回路の論理設計，離散アルゴリズム		VLSI，FPGA，算術演算アルゴリズム								人間も機械も，ちょっとした工夫の組み合わせで，何倍も良いものになります．コンピュータの中身も単純なものの組み合わせ，難しそうに見えて実は単純です．そんなところを知ってもらいたいです．				Wifi内蔵マイコン

		4		7		重心測定		潮見幸江		sshiomi@gunma-u.ac.jp		027-730-1575		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		4		3号館3207室 ゴウカン		力学では物体を質点として扱うが、実際の物体は形状をもち質点ではない。実際の物体の運動を記述するには重心を知る必要がある。本実験では重心を高精度で測定する手法を経験する。		特になし トク		ロボティックス		重力物理学実験		重力計測技術の開発		重力、自由落下、マイケルソン干渉計、未知粒子探査				As within, so without.				この実験の測定原理は高校物理で理解できますが、非常に高精度です。				開発中の重力測定装置用光学系

														半日(午後)		4

		8		8		スターリングエンジンの組み立て		魏　書剛，
木間順一 コノマ ジュンイチ		wei@gunma-u.ac.jp				半日(午前) ハンニチ ゴゼン		5		総研棟4階リフレッシュルーム		一人一台ずつスターリングエンジン模型を組み立てる。よく回転するよう調整作業をし、熱と気体と運動エネルギーの関係を理解する。構成部品の材料選びや加工精度についても学習する。
(作品は持ち帰れます。)		特になし トク		デジタル情報処理システム研究室		情報工学		デジタルシステム、専用プロセッサ、算術演算回路		デジタル信号処理、算術演算、数系		メカメカフェア、中学生向け講座、小中教職員向け講座		やって、考えて、理解を深めよう。		http://www.st.gunma-u.ac.jp/research_topics/mst_wei/		ものつくりのスキルは理論と試作を組み合わせ、失敗を重ねた経験が培うもので、これにより理論が直観的に身に付くと考えます。作る技術は開発・改良に不可欠で、将来の技術者を目指すみなさんに相応しいテーマです。				木間技術職員(2017沼田南中イベントにて)		メカメカフェア(2016)

														半日(午後)		5

				9		流れの科学 ナガ カガク		相原智康		t.aihara@gunma-u.ac.jp		0277-30-1542		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		3		3号館4階・3418室（相原研）		大学の機械系の学科では液体の力学も学びます．液体の力学量は高校物理で扱うものよりも複雑な単位（次元）を持っています．流体機械の設計開発の基礎となる大学２年レベルの実験・データ解析を体験します．				計算力学・応用数理研究室（相原研）		計算力学，統計力学，分子シミュレーョン		スペーデブリによる人工衛星の損傷，機械の潤滑，金属中の亀裂の進展，キャビテーション気泡の崩壊，エンジン内でのガソリンの気化，ハードディスクライブと磁気ヘッドの間の流体力学的な摩擦		分子動力学法，材料，流体		機械の学校，オープンキャンパス		何が本質かを見抜いて，新しいことにチャレンジする		http://www.mst.st.gunma-u.ac.jp/int2/aihara/		大学や企業では，数学・物理学・化学や各専門分野の知識を，同時に並列して考える統合化能力が必要とされます．高校までとは異なり，暗記力だけでは良い成果を出せないところが違います．				液体の力学の原理

														半日(午後)		3

				10		鋳造ものづくり体験 チュウゾウ タイケン		松原雅昭
鈴木良祐
萩原司 マツバラ マサアキ スズキ リョウスケ ハギワラ ツカサ		r_suzuki@gunma-u.ac.jp		0277-30-1540		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		4		3号館5階第一ゼミ室 ゴウカン カイ ダイイチ シツ		金属を溶かして成形する鋳造を体験してもらいます．型に溶かした金属を流し込みます．最後に仕上げ作業を行い，最終的に金属製小物を作製してもらいます．				材料力学 ザイリョウ リキガク

														半日(午後)		4

				11		マイクロマシンファクトリー		鈴木孝明 スズキ タカアキ		suzuki.taka@gunma-u.ac.jp		0277-30-1579		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		3		３１０９号室、３１１７号室		ナノテクノロジーの結集であるマイクロマシン製作の一部を体験できます。クリーンウェアを着用して、加工装置を操作し、マイクロ（百万分の一）メートル精度の最先端微細加工技術を学びます。製作物は持ち帰れます。		研究室で用意しているクリーンウェア（長袖長ズボンのつなぎ）を服の上から重ね着します。動きやすい服装でお越し下さい。		ロボティクス研究室		マイクロマシン、MEMS（Micro Electromechanical Systems）		3次元リソグラフィ、医療用マイクロチップ、超小型発電機		微細加工、Lab on a Chip、再生医療、環境発電		ロボットと遊ぼう、群馬ちびっこ大学、メカメカフェア、テクノドリームツアー、オープンキャンパスなど		小さな機械が作り出す大きな安心		http://mems.mst.st.gunma-u.ac.jp/		大学で学ぶことができる最先端ナノテクノロジーのひとつであるマイクロマシン製作の一部を一緒に体験しましょう。				クリーンルームでナノテクに挑戦！

														半日(午後)		3

				12		金属材料の強度コントロール		小山真司 コヤマ シンジ		koyama@gunma-u.ac.jp		0277-30-1545
090-4286-6149
		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		4		３号館２階３２０３号室		自動車や電車などに使われている鉄鋼材料は、加熱や急冷操作などの熱処理をすることで金属の組織が変化し、硬さや粘り強さを自由に変えられる魅力あふれる材料です。本教室では、硬さ試験と曲げ強度試験による機械的特性調査と、電子顕微鏡による破壊した面の高倍率観察を行います。		特になし トク		機能性界面・表面創製研究室		金属材料		低温接合、酸化皮膜の除去法、表面硬化		環境調和、表面改質、耐食性、耐摩耗性		メカメカフェア、オープンキャンパス、ひらめき☆ときめき		See1st – Plan – Do – See2nd		http://www.st.gunma-u.ac.jp/research_topics/mst_koyama/		私の研究グループでは、どのような条件がそろえば日本を支える産業社会ニーズに応えられる材料が得られるかを探求しています．高校で学んでいる物理や化学と最先端の金属材料の関わりについて体験してください．				鉄鋼材料の強度制御

														半日(午後)		4

				13		機械の振動を解き明かす！		山口誉夫
丸山真一 ヤマグチ ホマレ フ マルヤマ シンイチ		maruyama@gunma-u.ac.jp		0277-30-1582		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		8		７号館１階105，106，109室を予定		一見難しそうな，機械の「ゆれ」．モデルを用いた実験で，わかりやすく説明します．物理学や数学に基づく振動の研究が，新しい機械の開発に役立てられることを理解しましょう．さらに，地震などのゆれを吸収する構造や材料や，より複雑な振動についても，実験で体験していただきます．		特になし トク		ダイナミクスシステム創製研究室		機械力学，振動学		複雑な振動現象の理論解析と実験による解明と，高度な動的設計への応用		軽量柔軟構造の複雑振動，非線形・カオス振動，波動の高速数値計算，減衰設計		メカメカフェアなど		毎日コツコツと着実に研究を進める．		http://www.me.gunma-u.ac.jp/mech3/		快適で便利な機械づくりのために振動を知ろう！

														半日(午後)		8

				14		人間の動作センシング		中沢信明		n.nakazawa@gunma-u.ac.jp		0276-50-2244		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		4		どこか1室，お借りできますと幸いです．
（電源（AC100V）が取れれば，どこでも大丈夫です．）
		本課題では，画像処理を用いることでヒトの動きを捉え，モーターの操作に適用します．OpenCVを利用した制御プログラミングを行うことで，操作のシステム構築を行います．		特になし トク				人間工学，ヒューマンインタフェース，生体運動学
		福祉機器の開発，人の動作センシング
		センシング，動作解析
		メカメカフェア、ダビンチ工房など		独創性を重視する．
		http://www.ps.eng.gunma-u.ac.jp/~nakazawa-lab/
		当たり前と思うことでも見方を変えれば，新しい発見があるかもしれません．何事にも好奇心を持つことが大切です．幅広い知識を身に着けてください．


				15		高温超伝導浮上の安定性の検証		村上岩範 		murakami@gunma-u.ac.jp		0277-30-1564		半日(午前) ハンニチ ゴゼン		5		3号館一階3101 ゴウカン イッカイ		高温超電導による磁気浮上は無制御で安定浮上が可能ですが、その安定性には方向によって違いがあります。これを実際に浮上させてその安定性の違い体感しつつ計測してみる。						メカトロニクス，制御工学，ロボット工学		ホバークラフトの制御，  磁気歯車の開発，移動ロボット
		賢い機械，安全な機械
				まず自分で考えよう．  そして，自分で手を動かそう．
		http://www.me.gunma-u.ac.jp/mech1/murakami/
		工学は世の中に役に立つものを送り出す“工夫の学問”です．そのために，自分が何をしたいのか，その準備は十分かが大事です．工夫の道具は，数学・物理などの理系の学問，世の中の様子や社会の要請など様々です．


		5		16		英語で学ぶ！次世代自動車のシミュレーション エイゴ マナ		ゴンザレス ファン		gonzalez@gunma-u.ac.jp		0277-30-1516		一日 イチニチ		3		群馬大学桐生キャンパス原動機棟201号		電気、水素と他の代替燃料を使用する自動車は、輸送部門のCO2排出量を削減することができる。英語で次世代自動車の基礎を勉強しましょう。未来の自動車のモデルを作り、次世代自動車のCO2削減可能性を評価してみよう！				エネルギー環境研究室		エネルギーシステムの設計		次世代自動車の普及における技術経済評価		乗用車、燃料電池電気自動車、電気自動車、軽量素材		メカメカフェア、オープンキャンパス		やってみよう！やってみなければわからない		http://researchers-info.st.gunma-u.ac.jp/mst_gonzalez/		低炭素社会(二酸化炭素の排出の少ない社会のこと)の実現には、世界中の若い皆さんの協力が必要です。次世代自動車について英語で学ぶ事は、皆さんが二酸化炭素の排出をもたらす化石燃料の使用を減らす道を築いていくリーダーになる出発点になるでしょう。				自動車コンポーネント

				17												170

































































































































































































































































































































































































































































































http://www.st.gunma-u.ac.jp/research_topics/mst_nishida/

Sheet2

		タイトル		担当教員 タントウ キョウイン		内容 ナイヨウ

		金属の変形抵抗の測定とFEM解析		西田進一		金属は身近なたくさんの物に使われています．金属は自由に形を変えることができます．では，金属が変形するときに，一体何が起きているでしょうか？コンピュータも使って，中身を見てみよう！

		自動運転自動車の仕組み学習と開発体験		小木津武樹		群馬大学では、「誰もが事故なく快適に」移動できる自動運転自動車の研究開発を行っています。その仕組みを学ぶとともに「ぶつからない車」の開発体験を行います。（運動靴、動きやすい服装を着用し、昼食をお持ちください。）



		ロボット工房！		山田功，
端倉弘太郎		最新のＬＥＧＯとプログラミングソフトで，ロボットづくりに挑戦してみよう．分からないことがあっても，アシスタントが手助けしますのでご安心を！自分で組み立てたロボットに命を吹き込む瞬間を，あなたも味わってみませんか？

		はじめての組み込みソフトウェア開発		茂木和弘		携帯電話，自動車や家電製品などの多くの電子（電気）機器は，内部に小型のコンピュータが組み込まれています．この特定用途コンピュータ向けの，**初歩的**なプログラミングを行います．

		流れの可視化		天谷 賢児
矢野絢子 アマガイ ケンジ		流れの構造を把握して、流体関係機器の開発に役立てるために、流れの可視化が大変重要です。ここでは、シュリーレン法、レーザーシート光法と呼ばれる二つの可視化方法について実験を通して理解してみましょう。

		Wifiマイコンの利用体験		田中 勇樹		シンプルなプログラムと無線通信ができるマイコンを使って，センサーからのデータを受け取ったり，指令を送ってライトを光らせたりなど，制御や通信の仕組みを知ってもらいます．

		重心測定		潮見幸江		力学では物体を質点として扱うが、実際の物体は形状をもち質点ではない。実際の物体の運動を記述するには重心を知る必要がある。本実験では重心を高精度で測定する手法を経験する。



		スターリングエンジンの組み立て		魏　書剛		一人一台ずつスターリングエンジン模型を組み立てる。よく回転するよう調整作業をし、熱と気体と運動エネルギーの関係を理解する。構成部品の材料選びや加工精度についても学習する。
(作品は持ち帰れます。)



		液体の力学的性質の測定		相原智康		大学の機械系の学科では液体の力学も学びます．液体の力学量は高校物理で扱うものよりも複雑な単位（次元）を持っています．流体機械の設計開発の基礎となる大学２年レベルの実験・データ解析を体験します．



		鋳造ものづくり体験 チュウゾウ タイケン		松原雅昭
鈴木良祐
萩原司 マツバラ マサアキ スズキ リョウスケ ハギワラ ツカサ		金属を溶かして成形する鋳造を体験してもらいます．型に溶かした金属を流し込みます．最後に仕上げ作業を行い，最終的に金属製のアクセサリーやフィギュアのような小物を作製してもらいます．



		マイクロマシンファクトリー		鈴木孝明 スズキ タカアキ		ナノテクノロジーの結集であるマイクロマシン製作の一部を体験できます。クリーンウェアを着用して、加工装置を操作し、マイクロ（百万分の一）メートル精度の最先端微細加工技術を学びます。製作物は持ち帰れます。



		金属材料の強度コントロール		小山真司 コヤマ シンジ		自動車や電車などに使われている鉄鋼材料は、加熱や急冷操作などの熱処理をすることで金属の組織が変化し、硬さや粘り強さを自由に変えられる魅力あふれる材料です。本教室では、硬さ試験と曲げ強度試験による機械的特性調査と、電子顕微鏡による破壊した面の高倍率観察を行います。



		機械の振動を解き明かす！		山口誉夫
丸山真一 ヤマグチ ホマレ フ マルヤマ シンイチ		一見難しそうな，機械の「ゆれ」．モデルを用いた実験で，わかりやすく説明します．物理学や数学に基づく振動の研究が，新しい機械の開発に役立てられることを理解しましょう．さらに，地震などのゆれを吸収する構造や材料や，より複雑な振動についても，実験で体験していただきます．



		人間の動作センシング		中沢信明		本課題では，画像処理を用いることでヒトの動きを捉え，モーターの操作に適用します．OpenCVを利用した制御プログラミングを行うことで，操作のシステム構築を行います．

		高温超伝導浮上の安定性の検証		村上岩範 		高温超電導による磁気浮上は無制御で安定浮上が可能ですが、その安定性には方向によって違いがあります。これを実際に浮上させてその安定性の違い体感しつつ計測してみる。





チラシ裏

		No		タイトル		内容 ナイヨウ		コース		募集人数 ボシュウ ニンズウ

		1		チョコレートで学ぶ
鋳造とテンパリング		金属を溶かして型に流して製品を作ることを鋳造と言います．また，金属は食材と同じで熱を加えると硬さ等が変わります．これをテンパリングといい金属製作では重要な工程です．チョコレートでもテンパリングすると味や硬さが変わります．ここでは，チョコレート作りを通じて金属の鋳造とテンパリングを一緒に学びましょう．		午前		3

		2		デジタル時計の回路を
作ろう		デジタル回路の基本を，デジタル時計の設計を通して学びます． 回路設計ソフトが動くホームページを使って，回路設計の基礎と部品の仕組みなどを解説しながら，回路を組み立てていきます．		一日		15

		3		金属の熱伝導を計測する		アイスクリームスプーンは，何故，固いアイスクリームをすくえるのでしょうか？スプーンを作っている金属の熱伝導に関係していると考えられます．色々な金属の熱伝導を観察してみましょう．		午前		5

								午後		5

		4		人工知能はいかに物を
見分けるか モノ		スマートフォンのカメラは，画面上の人の顔を認識し追跡します．人工知能に画像を見せれば，それが何であるか特定できます．このような画像認識の要(かなめ)となる人工知能の技術をプログラミングを通して実践的に学びます．		午前		3

								午後		3

		5		自宅のPCで
シミュレーション		自宅のパソコンを利用して，加速度が一定でない場合の質点の運動（大学レベルの力学）をシミュレーションします．　大学3年レベルのプログラミング演習の課題と同等の内容を，エクセルを用いて簡便に体験します．		午後		5

		6		機械の振動（ゆれ）を
てなづけよう！		振動（ゆれ）は機械の大敵．機械を壊したり，いやな音を出したりします．この振動，ちょっとした2，3ポイントをおさえると， 「てなづける」ことができます！振動をてなづける「ポイント」を，「モデル実験」と「簡単な物理と数学」のみで教えます！さらに，そのポイントを押さえて機械のものづくりに活かした例を紹介し，研究レベルの振動実験もライブ映像などで体験していただきます！		午前		5

								午後		5

		7		画像処理による
人の動きの検出		安全・安心な暮らしを支える防犯カメラは，「人の顔」ではなく「人の歩き方」を見て人物を特定していることをご存知ですか？人工知能開発で世界的に利用されているプログラム言語Pythonを利用した画像処理プログラミングを通して，人の動きを検出するしくみについて学びます  		午前		2

								午後		2

		8		金属材料の
強度コントロール		自動車や電車などに使われている金属材料は，加熱や急冷操作などの熱処理をすることでその組織が変化し，硬さや粘り強さを自由に変えられる魅力あふれる材料です．硬さと曲げ強度の調査と，電子顕微鏡による破壊した面の高倍率観察を行います．		午前		4

								午後		4

		9		流れの可視化		流れの構造を把握して，例えば自動車の空気抵抗を減らすことなどに役立てるために，流れの可視化が大変重要です．シュリーレン法，レーザーシート光法と呼ばれる二つの可視化方法について実験を通して理解してみましょう．		午前		10

		10		超高速！！燃料噴霧を
先端技術でみてみよう！		自動車用エンジンの中では燃料を霧状の噴霧として供給していますが，その噴霧は1秒間に数100メートルの速度で移動し，その様子を知ることは容易ではありません．その燃料噴霧の様子を毎秒5万コマの高速度カメラで観察し，噴霧の状態を知る上で重要な噴霧到達距離を実際に解析してみましょう．		午前		2

								午後		2

		11		ロボット工房！		最新のＬＥＧＯとプログラミングソフトで，ロボットづくりに挑戦してみよう．分からないことがあっても，アシスタントが手助けしますのでご安心を！自分で組み立てたロボットに命を吹き込む瞬間を，あなたも味わってみませんか？		一日		5
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