


時間
Time

午後の部 プログラム
Program for Afternoon Session

13:30-14:00 入場受付 Doors Open

14:00-14:05 オープニング Opening Remarks

14:05-14:45 科学のマジック 巨大雲を作ろう！
Magic of Science: Let's make a giant cloud!

14:50-15:15 オンラインツアー OISTラボを探検しよう
Zoom campus tour: Discover the Secrets of OIST *Japanese Only

15:20-16:00 海の王者 サメの世界へようこそ！
Welcome to the World of Shark

16:00-17:00 OISTトンネルギャラリー見学 ※現地参加者の内、希望者のみ
Tour of OIST Tunnel Gallery *Optional

▶科学のマジック 巨大雲を作ろう！
ブルミス・テオドロス（量子技術のための光・物質相互作用ユニット）
科学の不思議な世界へようこそ。雲の中にいるのってどんな感じかな？流れる空気
を見ることってできるの？ファイアーマジック？！目を疑う体験があなたを待って
います！

▶Magic of Science: Let's make a giant cloud!
Theodoros Bouloumis (Light-Matter Interactions for Quantum Technologies Unit)
Welcome to the magical world of science. What is it like to be inside a cloud? Can you see 
the flowing air? Fire magic? An eye-opening experience awaits you!

▶OISTの秘密を見つけよう。オンラインラボツアー！
久保結丸博士（サイエンス・テクノロジーアソシエイト）
濱元樹（量子情報物理実験ユニット）
普段は見ることができないOISTラボ（研究室）を探検しよう！ライブ配信だから科学
者に質問もできちゃうよ！大人から子供まで楽しめる探検ツアーに出かけよう。

▶Discover the Secrets of OIST！
Dr. Yuimaru Kubo (Science and Technology Associate)
Tatsuki Hamaoto (Experimental Quantum Information Physics Unit)
Explore OIST labs you wouldn't normally see! Live streaming so you can ask the scientists any 
questions you want! This is an exploration tour for both adults and children. *This program 
will be available only online and you will not be able to enter the labs.

▶海の王者 サメの世界へようこそ
ファビエン ズィアディ博士（非線形・非平衡物理学ユニット）
サメってどんなイメージですか？生き物を襲う怖い魚？？あなたのサメのイメージ
をひっくり返す情報がいっぱいの時間です。これを見ればあなたもサメ博士！実際
の標本を使って、サメと他の魚の違いやオス・メスの見分け方などを解説します。

▶Welcome to the World of Shark
Dr. Fabienne Ziadi (Nonlinear and Non-equilibrium Physics Unit)
What do you think of sharks? Are they scary fish that attack living creatures? This is a time 
full of information that will turn your image of sharks upside down. You will be a shark expert 
after seeing this! Using actual specimens, the docter of Shark will explain the differences 
between sharks and other fish, and how to distinguish between male and female sharks.



休憩室 Break Room

ト
ン
ネ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー

Tu
n

n
e

l G
al

le
ry

キ
ッ
チ
ン
カ
ー

Fo
o

d
Tr

u
ck

立
体
駐
車
場

P
arkin

g B
u

ild
in

g
会場案内／ Guide Map

※講堂内は飲食禁止
No food at the Auditorium

インスタグラムブース／ Instagram Booth
スターウォーズがやってくる？！／ Star Wars R2D2 is Coming!
時間When：12:00-17:00
場所Where：トンネルギャラリー Tunnel Gallery
科学者グッズを身につけて写真を撮ろう！SNSにアップしてね。
映画スターウォーズのR2D2がOISTに現れます。みんなで探してみよう!



●立ち入り禁止エリア・・・皆様の安全確保のため、公開エリア以外のエリアには立ち入らな
いようにお願いいたします。

●写真・ビデオ撮影について・・・広報活動の一環として、本日の様子を撮影し、ウェブサイ
トや他のメディアに掲載・放映することがございます。写真撮影を希望されないお客様は、お
近くのスタッフへお知らせください。

●全面禁煙・・・キャンパス内に喫煙所は設けておりません。ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

●ごみについて・・・各所に備え付けのごみ箱をご利用ください。

●感染症対策・・・マスク着用、手洗い・手指の消毒など、基本的な感染症対策をお願いいた
します。

●No Trespassing Area- For your safety, please do not enter the restricted area.

●Photo and Video Shooting- There will be photographers and videographers on the campus during the 
event. Photos and videos will be used for publicity purpose. Those who don’t want to be photographed, 
please kindly come to the nearest staff.

●Smoke Free Campus- Smoking is prohibited everywhere in the campus.

●Garbage- Please use the garbage bins provided at each location.

●Request for Infectious Disease Prevention- Please take basic measures against infectious diseases 
(wear a mask, wash hands and disinfect fingers, etc.).

地震・火災が起きた時／ Emergency Situation

係の指示に従って、避難場所まで移動してください。

Please follow directions by OIST staff. We will guide you to the evacuation site.

お食事場所／ Food Area

講堂向かいのカンファレンスセンターミーティングルーム１と、講堂外の芝生エリアをご利用
ください。講堂（ロビー含む）やトンネルギャラリーは飲食不可です。皆様のご協力をお願い
いたします。

You can eat and drink at the break room across Auditorium and the grass area by Auditorium. No food 
or drink at Auditorium including the lobby. Thank you for your cooperation.

ご協力のお願い／ Attention

時間When：12:00-17:00 ※雨天中止 *Canceled in bad weather
場所Where：講堂横、池の前駐車場 Parking area in front of the pond
出店一覧 Shops：MILK BOMB（タピオカミルクティー Tapioca Milk Tea）/ Passo（スペアリ
ブ、ヨーグルトケーキ等 Spareribs, Yogurt cake）/ Cricket House（コリアンチキン、台湾果
実茶 Korean chicken, Taiwan fruits tea）/ チュラーナ（アイスクリーム Ice cream）

キッチンカー／ Food Truck

〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1
1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami-gun, Okinawa, 904-0495

Phone.098-966-2184 [地域連携セクション / Community Relations Section] 
Email: community-relations@oist.jp  www.oist.jp


