
第2回 イヤホン式の2石トランジスタラジオを作ろう ～高感度さにびっくり！～

トランジスタを2個使用した高感度なトランジスタラジオを作ります。イヤホン式のAM ラジオです。作るだけじゃな

くて、電波の仕組み、ラジオの仕組み、電子部品の仕組み、工具を使う上でのコツなども学びます。内容は初級～中級

レベルなのでがんばろう。作ったラジオは持って帰れます！

講師 庄司英一(大学院工学研究科 准教授) 会場 総合研究棟Ⅰロボット工房(文京キャンパス)

対象・定員 一般あるいは小学5年生以上の親子 8組 料金 ￥2,000 申込期間 6.16(木)9:00～7.14(木)

備考 講座内容に関する詳細はhttp://www.dreamprojs.com/ または http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/

平成28年度 公開講座のおしらせ

◆ 会場へのアクセス◆

【講座について】
●申込開始日時前の受講申込みは受付できません。
●講座によっては「有料」の場合があります。※有料講座につ

いては右記をご確認ください。
●実験・実習等を含む講座では傷害保険加入手続きを本学
負担にて行います。

●開催日程等がやむを得ず変更になる場合がございます。
予めご了承ください。（当センターより事前連絡いたします）

【キャンセル・変更について】
●申込み後にキャンセルされる場合は、受付時間内に当セ
ンターまで必ずお知らせください。

【当日について】
●開始時間に遅れないように会場へお越しください。
●公共交通機関利用にご協力ください。
●自動車で「文京キャンパス」に入構される場合、手続きが必
要となります。正門左手にある守衛所に公開講座受講者で
あることを申し出て、手続きをしてください。

●公開講座の広報・記録等のため、講座中の様子をカメラ等
で撮影させていただきます。予めご了承ください。

※個人情報の利用形態について 取得した個人情報は、出
席簿の作成及び公開講座に関しての連絡の目的以外に
は使用いたしません。

【有料講座について】
●各申込み締切日までに下記のいずれかの方法で納付を

お願いいたします。お支払いが無い場合はキャンセル扱
いとなります。

●納付後のキャンセルについては、いかなる理由でも受講
料の返金はできません。ご了承ください。

●銀行振込の場合 振込手数料は受講者負担です。振込確
認のため、事前に当センターへご連絡ください。
福井銀行 本店営業部 （普通預金）
口座番号：6072372
口座名義：フクイダイガクコウカイコウザ
※銀行振込の場合、領収書は発行しません。ご了承ください。

●窓口納付の場合
※下記受付時間内にお願いいたします。
窓口：福井大学 産学官連携本部3階地域貢献推進センター
受付：（平日）月曜～金曜／9:00 ～ 17:15
☛地域貢献推進センターは産学官連携本部3階へ移転しました。

【お申込み・お問合せ】
福井大学 地域貢献推進センター

〒910-8507 福井市文京3-9-1
TEL：0776-27-8060（受付時間：平日のみ／9:00～17:15）
FAX：0776-27-8878
E-mai：l koken@ad.u-fukui.ac.jp
H P：http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

うけつけ：６/２(木) 
AM9:00~

7/2(土)
第2回 天の川と夏の星座を楽しもう！ ～七夕、織姫星とひこ星の物語

東の空には３つの星からなる夏の大三角が輝いています。こと座のベガ（０等星）、わし座のアルタイル（１等星）、はくちょ

う座のデネブ（１等星）です。もうすぐ七夕ですが、ベガは織姫星、アルタイルは彦星として知られます。織姫星と彦星の間に

は天 の川が流れています。夏の代表的な星座として、さそり座も有名です。さそり座のアンタレスは南の空に赤く輝く１等星で

す。その近くに土星と火星も輝いています。今回は、こうした夏の天体について学びます。天体に関する授業、解説、工作（天

体観望に関連したお楽しみ工作）、大口径双眼鏡による観望を予定しています。雨天時は観望のみ中止となります。

18:30-21:00
ものづくり

ドラマチックな天体観望プロジェクト
2016 第2回

うけつけ：６/16(木) 
AM9:00~

7/16(土)
13:30-16:00 ものづくり

夢をひらく電子工作プロジェクト
2016 第2回

◆受講の注意◆
HPでお申込の前に利用者登録の手続きが必要となります。予めご登録
いただきますようお願いいたします。

(おうちの方は必ず読んでください)
●先着順となります。空き状況を福井大学地域貢献推進セ
ンターHPで確認後、申込期間内にお申込みください。（定員
に達し次第締め切ります）

●紙面の都合で講座内容に関する詳細をホームページで掲載
している講座がございますので、あらかじめホームページで
内容をご確認ください。

●申込みは、福井大学地域貢献推進センターHPよりお願い
いたします。

→ http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp
※「わくわく物理実験室」の受講申込は特設ホームペ
ージよりお願いいたしします。

☛地域貢献推進センターは産学官連携本部3階へ移転しました。申込受付場所が変わりましたのでお越しの際は守衛所にてご確認ください。

講師 井部極(オヤット天文クラブ)庄司英一(大学院工学研究科 准教授) 会場 総合研究棟Ⅰ1階 総合大1講義室(文京キャンパス) 

対象・定員 一般あるいは小学１年生以上の親子 10組 料金 ￥1,000 申込期間 6.2(木)9:00～6.30(木)

備考 講座内容に関する詳細はhttp://www.dreamprojs.com/ または http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/

http://www.dreamprojs.com/
http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/
mailto:koken@ad.u-fukui.ac.jp
http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/
http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/
http://www.dreamprojs.com/
http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/


講師 浪花智英(大学院工学研究科 教授) 会場 共用講義棟 情報処理演習室(文京キャンパス)

対象・定員 小学生(3年生以下は保護者同伴)20名 料金 無料 申込期間 6.30(木)9:00～7.28(木)

備考 後援/株式会社アーテック

アーテック社のロボット教材Robotistを利用して、小学生向けのプログラミング教室を開催

します。プログラミングの基礎を学んだ後で、黒線追跡を行う簡単なロボットを組み立てて

走らせます。ソフトウェアを制作するための基礎を学べます。

日常生活の中でガラス製品は多くの場所で利用されています｡固くて､割れやすいという印象

ですが､ 熱を加えることで色々な形に変えることができます｡この講座では､電気炉やバー

ナーを用いて"カラフルなガラス細工作品"を作り上げます｡技術職員が付き添って､楽しくガ

ラスの「溶ける､伸びる､曲がる」が体験できます。

うけつけ：６/16(木) 
AM9:00~ほやほや物理教室

講師 小川泉(大学院工学研究科 准教授)ほか 会場 アカデミーホール(文京キャンパス)

対象・定員 小学生の親子 15組30名 料金 ￥1,000 申込期間 6.16(木)9:00～7.14(木)

科学の楽しさをみんなで一緒に発見してみよう！私たちにとって身近な光。この光について

の説明を聞いてから、関連した簡単な工作を行って、光の性質とそれを利用した身近なもの

の仕組みの理解を深めましょう。この体験を通して科学の不思議さや面白さを一緒に発見し

ましょう。

14:00-16:00
7/16(土)

実験

7/23(土)
9:00-16:00 ものづくり

うけつけ：６/23(木) 
AM9:00~

ガラスを溶かしてオリジナル作品
を作ろう

創造力を育むものづくりプロジェクト
2016 第3回

7/23(土)
うけつけ：６/23(木) 
AM9:00~13:30-16:00 ものづくり

第3回 マイコンの電子工作とプログラミング入門（chigoJam 基礎）

まず、IchigoJam マイコンを電子工作として組み立てます。次に、これを動かすプログラミングの方法を学びます。

自分で組立てたマイ コンをプログラミングして、ＬＥＤを光らせたり、音を鳴らしたり、画面に文字を表示する方

法を学びます。ハードウエアとソフトウエアをつくることから創造力が育まれ、色々なものを作る楽しさを感じるこ

とでしょう。作ったマイコンはお持ち帰り頂けます。今回の第3回目は、第1回目、第2回目と同じ内容で実施します。

講師 庄司英一(大学院工学研究科 准教授) 会場 総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)

対象・定員 一般あるいは小学5年生以上の親子 8組 料金 ￥2,000　申込期間 6.23(木)9:00～7.21(木)

備考 講座内容に関する詳細は http://www.dreamprojs.com/ または http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/

講師 田畑功(工学部技術部)ほか 会場 工学系1号館 生物応用化学科 学生実験室2(文京キャンパス)

対象・定員 小学1年生以上の親子 10組20名 料金 ￥1,000 申込期間 6.23(木)9:00～7.21(木)

備考 各自昼食をご持参ください。

うけつけ：６/30(木) 
AM9:00~

7/31(日)
10:00-12:00

小学生プログラミング教室(初級編）
産業と技術

うけつけ：６/30(木) 
AM9:00~

7/31(日)
13:30-15:30

小学生プログラミング教室(中級編）
産業と技術

本学で開催した小学生プログラミング教室（初級編）を受講したことのある生徒さんや多少

プログラムが分かる生徒さん向けに､少しレベルアップした教室を開催します｡センサーを組

み合わせてロボットを動かします｡
講師 浪花智英(大学院工学研究科 教授) 会場 共用講義棟 情報処理演習室(文京キャンパス)

対象・定員 小学4年生以上と保護者 20名 料金 無料 申込期間 6.30(木)9:00～7.28(木)

備考 後援/株式会社アーテック

チェンバロって何？ その2

チェンバロを弾いてみよう
8/7(日)
14:00-17:00

うけつけ：7/7(木) 
AM9:00~ 芸術と文化

うけつけ：とくせつ
HPよりわくわく物理実験室(夏期)

講師 田村圭介(医学部 医学科 生命物質科学（物理学）教授)ほか 会場 医学部 実習棟(松岡キャンパス)

対象・定員 小学生～高校生 20名/回 料金 無料

備考 わくわく物理実験室特設ページ

今年はこの実験教室をはじめてから16年目となります。目で見て、さわって、作って、自然の不思議

を体験してみませんか。理科の楽しさと驚きを知ることができるでしょう。たくさんの実験を準備し

て、みなさんの参加を待っています。長く続いている実験教室ですが、毎年新しい実験を考えていま

す。

8/19(金),23(火),26(金)
13:00-15:00

実験

うけつけ：7/27(水) 
AM9:00~

8/27(土)

電子工作の楽しさを学んでいただければと思います。毎回、種類の異なるラジオの製作を行い

ます。製作だけではなく、電波の仕組み、ラジオの仕組み、電子部品の仕組みも学びます。製

作したラジオはお持ち帰り頂けます。毎回のテーマは異なり、ゲルマラジオ、2石トランジスタ

ラジオ、ICラジオ、FMラジオを製作していく予定です。

講師 庄司英一(大学院工学研究科 准教授) 会場 総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)

対象・定員 一般あるいは小学5年生以上の親子 8組 料金 ￥2,000 申込期間 7.27(水)9:00～8.25(木)

備考 講座内容に関する詳細はhttp://www.dreamprojs.com/ または http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/

13:30-16:00 ものづくり

夢をひらく電子工作プロジェクト
2016 第3回

☛地域貢献推進センターは産学官連携本部3階へ移転しました。申込受付場所が変わりましたのでお越しの際は守衛所にてご確認ください。

http://wakuwaku.med.u-fukui.ac.jp/ から申込み手続きをお願いします。

公開練習 10:00-12:00

チェンバロはピアノに似ていますが、音の出る仕組みも音色もピアノと全く違います。小中高校生(但し

ピアノ経験2年以上の方)にチェンバロを弾いてもらい、レッスンを通じて楽器とチェンバロが活躍した

時代の音楽を学びます、学生によるミニコンサートもあります。講師 上野静江(チェンバリスト) 梅村憲子

(教育学部 准教授)

会場 福井大学教育系3号館 音楽棟実習室A(文京キャンパス) 対象・定員 小中高校生～一般 50名(レッスン

受講6名、聴講44名) (但し、レッスン受講はピアノ経験2年以上の小中高校生に限り、その他の方はレッスン

を聴講して頂きます。) 料金 無料 申込期間 7.7(木)9:00～8.4(木)

備考 講座内容に関する詳細はhttp://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/lecture/entry-66.html
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