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国立環境研究所へようこそ！
Welcome to NIES !

夏の大公開案内図

展　示

体験型
イベント

クイズ

展　示

○未来の「社会」を大研究～くらしのエコを学ぼう～
○環境情報コーナー
○環境研のなかの緑と生き物たち
○国立環境研究所の災害環境研究への取り組み
○絵画コンテスト

講演会

展　示

体験型
イベント

クイズ

その他

○あなたのまわりの環境リスク 
　̃ 見て、聞いて、作って、触れて、考えよう
○市民のための環境コミュニケーション
○かけがえのない環境と個性豊かな生き物たち

展　示

体験型
イベント

クイズ

○環境試料タイムカプセルウォッチ！

体験型
イベント

施設公開

○「ごみの中から宝探し(^^)v」 ○どうなってるの地球温暖化、異常気象との関係は？、
　温室効果ガスはどう減らす？

施設公開

体験型
イベント

施設公開

○藻類の世界をのぞいてみよう

展　示

体験型
イベント

■熱処理プラント実験室公開　（対象：全年齢）
■最終処分プラント実験室公開　（対象：全年齢）
　レーザーメタン測定体験は、午前中に 2回開催致します。
　整理券は必要ありません。
　ウキクサキーホルダー作製体験は、午後に 2回開催し、整
　理券を 持っている方のみ参加できます。なお、整理券は
　各回 40人分、13:00より整理券を配布いたします。

施設公開
■高磁場MRIで脳を覗いてみよう　（対象：高校生以上）
　公開時間：11:30～ 14:30

■廃食油からの石けんづくりおよび展示
　（対象：小中学生）
　一度に実験を行えるのは 3人程度です。
　希望者が多い場合はお待ち頂きます。
■こでん屋さん２号店　（対象：全年齢）

■絵画コンテスト展示・表彰式　（対象：全年齢）
　表彰式開催時間場所：10:00～10:30

　大山記念ホール　中会議室

■エコネさんのこどもかんきょうクイズ2015
　（対象：小中学生）

■タイムカプセルって何だろう
　（対象：全年齢）

■液体窒素にチャレンジにゃん！
　（対象：小中学生）

■藻類ってどんな生き物？！　（対象：小学生）
■守れ消えゆく藻類！　（対象：小学生）

■見る！嗅ぐ！　藻類の観察・体験コーナー
　（対象：全年齢）
■電子顕微鏡で藻類を見てみよう
　（対象：小中学生）
■藻類釣りゲーム
　（対象：全年齢）

■エネルギー消費のモニタリングによる
　二酸化炭素の排出削減　（対象：高校生以上）
■刊行物配付　（対象：高校生以上）
■環境GIS の展示　（対象：高校生以上）
■回顧展　（対象：高校生以上）
■災害環境研究“最前線”～しらべる・つくる・そなえる～
　（対象：高校生以上）
■国立環境研究所（大東正巳、成田正司カメラマン）写真展
　（対象：全年齢）

展　示
■生きもの博士の七つ道具　（対象：全年齢）
■DNAから探る生きものの種類とくらし
　（対象：小学校高学年以上）

■環境研のなかの緑と生き物たち
　（対象：小学校高学年以上）
　開催時間：10：30～11：00、13：15～13：45

■遊んで学ぼう！おもちゃで見つけるエコライフ？！
　（対象：全年齢）
■免許皆伝？！家電省エネの技を極める！
　（対象：高校生以上）
■アニメで体験！未来のくらし　（対象：全年齢）
■エコの花を咲かせましょう～ECOアクションツリー～
　（対象：全年齢）
■あなたの未来は低炭素？～2050 低炭素ナビ体験～　
　（対象：高校生以上）
　1回 2～ 4人、10分程度
■災害環境研究“最前線”～しらべる・つくる・そなえる～
　（対象：小中学生）

施設公開
■潜入！実験室ツアー
　「温室効果ガスを測る - 装置からスパコンまで」
　（対象：全年齢）
　開始時間：11:00～、11:30～、13:30～、14:00～、14:30～、
　　　　　　15:00～

■徹底討論、地球温暖化の緩和策
　-温室効果ガスをどこまで減らすべきか -
　（対象：高校生以上）
　開催時間：10:30～12:00

■パネルで探検クイズ　ふね編　（対象：小中学生 )

　開始時間：随時

■ぱらぱらマンガ喫茶（サイエンスカフェTKB）
　（対象：小中学生）
■挑戦！パズル deクイズ（サイエンスカフェTKB）
　（対象：小中学生）
■自転車 de 発電　（発電量ランキング発表、証明書発行）
　（対象：全年齢）
■海が酸性化するってホント？
　実験して自分で確かめよう！　（対象：全年齢）

■地球環境モニタリング（空から測る）　（対象：全年齢）
　10:30～12:00以外の時間
■地球環境モニタリング（海で測る）　（対象：全年齢）
　開始時間：随時
■日本とアジアのCO2：排出量はどのくらい？
　（対象：全年齢）
■地球環境モニタリング（宇宙から測る）（対象：全年齢）
　10:30～12:00以外の時間
■地球温暖化やオゾン層の破壊をスーパーコンピュタで
　計算する　（対象：全年齢）対象：全年齢
■二酸化炭素濃度を測る機器をみてみよう！
　（対象：全年齢）

○500万ボルトで見える世界：
　マンモスからPM2.5まで（加速器による環境分析）
○身の回りの化学物質と健康

■ダイオキシン・
　ポップス・
　エピジェネクイズ
　（対象：全年齢）

講演会

講演会

■加速器質量分析計（AMS）で何がわかる
　ー宇宙線生成核種の高精度分析　（対象：全年齢）
■ミニ講演会「身の回りの化学物質と健康」　（対象：全年齢）

■放射性炭素から見る気候変動と炭素循環研究
　ー北極での研究紹介　（対象：全年齢）
■加速器で過去の地球へタイムスリップ！？
　ー古環境研究の最前線　（対象：全年齢）

クイズ

展　示

大山記念ホール
Ohyama Memorial Hall

RI・遺伝子工学実験棟
Radioisotope & Biotechnology Laboratory

環境生物保存棟
Biological Resource Collection

環境試料タイムカプセル棟
Environmental Specimen Time Capsule Building

環境リスク研究棟
Environmental Risk Research Laboratory

研究本館 III
Main Research Building III

循環・廃棄物研究棟
Research Laboratory for Material Cycles and Waste Management

地球温暖化研究棟
Climate Change Research Hall

○遺伝子研究から探る環境問題
　ー生物多様性をDNA から考える

■自分のDNAを見てみよう
　（対象：小中学生）
　先着 48名。RI・遺伝子工学棟で受付

■環境リスクセンターの紹介　（対象：高校生以上）
■震災・原発事故後の福島
　～写真と調査データから見た警戒区域（帰還困難区域）～
　（対象：高校生以上）

■みんなで採水器を作ってみよう　（対象：全年齢）
　開始時間：10:30～、13:00～、14:30～
　各回 18名程度、約 1時間。
　先着順。希望者多数の場合は、次の回の優先券を先着順
　に配布。独力で工作できる年齢の方が対象。必要に応じ
　て保護者のお手伝いをお願いします。
■「水と生命」について考える　（対象：高校生以上）
　開始時間：10:00～、11:00～、14:00～、15:00～
　各 30分程度、各回先着順で 5名
■生きもの・フ・シ・ギ・体験！
　～サメの特殊能力とタコの牽引力（引っ張る力）を
　調べてみよう～　　（対象：小学生）
　開始時間：10:00～、11:30～、14:00～
　所要時間は 15～20分
■サメやタコのタッチプール
　（対象：全年齢）

■環境中から化学物質を見つけよう！
　（対象：全年齢）

体験型
イベント

■生物多様性って、なに！?～愛知目標の達成に向けて～
　（対象：全年齢）
■ユスリカ、ふつうの虫、役に立つ虫
　（対象：全年齢）
■環境をきれいにする小さな生き物（微生物）
　（対象：全年齢）
■遺伝子導入動物で有害な化学物質を検出する
　（対象：全年齢）　

ナノ粒子健康影響実験棟
Nanoparticle Health Effect Laboratory

○環境問題と健康

■紹介！エコチル調査　（対象：全年齢）

■大気汚染クイズ
　（対象：小中学生）クイズ

■ナノ棟施設紹介　（対象：全年齢）

○水環境を見守る
○PM2.5 を知る
○歩くことができなくなったら、…。
○生き物博士に会いに行こう

体験型
イベント

研究本館 I
Main Research Building I

■水のぶんせき体験　（対象：小学生）
　1時間に 1回開催、各回 25名程度（整理券配布）
■PM2.5 を測ってみよう　（対象：主に小学生以上）
■極小電動乗物に意見を求む！
　（対象：催事担当者の指示に従うことができること）
■探検：生きもの博士を探そう　（対象：全年齢）
　博士の活動時間：11：15～12：15、14：00～15：30

■バッタを探せ-かくれんぼタイムアタック　（対象：全年齢）
■English Guided Tour（英語ツアー）　（対象：全年齢）
　開催時間：10:30～11:30、12:30～13:30、14:00～15:00

　集合場所：受付 A

　Max. 20 people. Assemble by the main reception.

その他
■スタンプラリー！　（対象：全年齢）
　広い所内を巡っていろんな種類のスタンプを集めよう。
　スタンプを 4つ以上集めたら花の苗をプレゼント。
　花の苗は先着順
■所内ぐるぐるバス　（対象：全年齢）

○水生生物の世界

展　示

体験型
イベント

■水辺の生きものたち
　（対象：全年齢）

■水生生物の不思議
　（対象：小学生）
■親子で探そう、水辺の生きもの
　（対象：小学生）
　人数制限あり
　(午前・午後  各 10組程度 )

水環境実験施設
Hydrobiological Laboratory (Aquatron)

展　示

Walking Route
会場内通路

Building Entrance
研究棟の入口

Wheelchair Accessible Toilet
多目的トイレ（4カ所）

Refreshments
飲み物販売所（3カ所）

Cafeteria
食堂（1カ所） 

Smoking Area
喫煙所（1カ所）

Baby Changing Area
おむつ替えの場所（2カ所）

AED
AED設置場所（3カ所）

Reception
受付（3カ所）

Chibikko Stamp Reception
つくばちびっ子博士受付（3カ所）

受 付

Facilities Bus Stop
ぐるぐるバス停

Facilities Bus Route
ぐるぐるバスルート

工事中で足場が組まれている建物があります。
ご注意ください。

つくば
ちびっ子
博士


