
　　　　 ※申込開始日時前の受講申し込みは受付できません。

講座番号 講座番号

18 19

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号 講座番号

20 22

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号 講座番号

23 24

【講師】 【講師】

【ｹﾞｽﾄ】 【会場】教育系3号館 音楽実習室A(文京ｷｬﾝﾊﾟｽ) 【料金】

【会場】 【定員】

【定員】 【料金】

8.18(金) 19:00～20:30

チェンバロって何？ その2
〈チェンバロを弾いてみよう！〉

8.19(土)
10:00～13:00 公開練習
14:30～16:00 ﾁｪﾝﾊﾞﾛ体験発表会 他

詳細はhttp://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/lecture/entry-245.html をご覧ください｡

梅村 憲子 (教育学部 准教授)

(チェンバリスト) 

梅村 憲子 (教育学部 准教授)

大山 知佐子 (ソプラノ)

教育系3号館 音楽実習室A(文京キャンパス)

上野 静江 (チェンバリスト)

無料

上野 静江

チェンバロって何？ その1
〈バロック音楽とチェンバロを知ろう〉

一般 50名 無料

公開練習&体験発表会出演者 7.11(火)AM9:00～7.31(月)
体験発表会(聴講のみ) 7.11(火)AM9:00～8.8(火)

ピアノの生まれるずっと前からあったチェンバロ｡形はピアノ

に似ていますが､音の出る仕組みも音色もピアノとは全く違い

ます｡講師と学生による歌とチェンバロによるアンサンブルや

ワークショップを通じて､楽器の仕組みや奏法と､チェンバロが

活躍したバロック時代の音楽を学びます｡

備考:講座番号【24】と､対象が異なります｡ご注意ください｡

ピアノ経験2年以上の小中高校生のみんな､チェンバロを弾い

てみませんか? チェンバロはピアノのご先祖様? 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は全

く違います｡公開練習では先生の一言アドバイス､体験発表会で

はスライドをつかったわかりやすいレクチャーもあります｡

備考:公開練習の参加者は各自昼食をご持参ください｡

小中高校生 10名程度 (午前の公開練習､午後の体験発表会に
参加､ピアノ歴2年以上が条件)
一般 40名(体験発表会聴講のみ)

【申込期間】 7.11(火)AM9:00～8.8(火)

総合情報基盤センター(文京キャンパス)

無料一般（おおむね小学校高学年以上）
25名

ふだんからパーソナルコンピュータを利用はしていても､基礎･
基本から学んだことがなく､我流での操作になっている方のた
めに､基礎から一歩進んだ利用方法までを解説し､みなさんにも
操作していただきます｡また､情報セキュリティや情報モラルに
関する事例を紹介し､情報の取り扱いに関しての注意喚起を行
います｡

無料

工学系2号館　221M講義室(文京キャンパス)

中学生～高校生 20名

電子工作やプログラミングを福井大学生と一緒に学びません

か? この講座ではレーシングコースを自動走行するロボット

カーの製作と制御を実習します｡18日の講座では､ロボット

カーの製作を行います｡製作したロボットカーは持ち帰ってい

ただいても構いません｡

【申込期間】 7.5(水)AM9:00～8.1(火) 【申込期間】 7.11(火)AM9:00～8.8(火)

8月号①

基礎デッサン (全3回) できるかな？大学の基礎物理実験

※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､申込締切日までにお申込みください｡
※申込みは､福井大学地域貢献推進センターHP､FAX・郵便等にてお願いいたします｡

平成29年度　福井大学 公開講座のご案内

･･･福井ライフ・アカデミー連携

8.5(土) 9:00～12:00
天野 華恵 (名古屋造形大学)

8.2(水)､8.3(木)､8.4(金) 10:00～17:00
西海 豊彦 (大学院工学研究科 准教授)ほか6名

宮崎 光二 (教育学部 特命教授)ほか

8.18(金) 13:00～17:00
中川 剛志

川戸 栄

山田 隆行 (総合情報基盤センター 専任教員）

塚本 充 (教育学部 教授･総合情報基盤センター兼任教員)

(S.A.Network）

(大学院工学研究科 准教授)

8.5(土) 9:30～16:00

備考:各自昼食をご持参ください。 備考:裏面の講座番号【25】と､両方参加していただくことも可能です｡

公開練習&体験発表会に出演に参加する小中高校生を募集します｡

総合研究棟Ⅰ 物理大実験室(文京キャンパス)

高校生（3日間とも参加できる方）
25名

¥5,000 中学生以上 (一般､教員も歓迎) 30名 無料

教育系3号館 絵画実習室､素描室(文京キャンパス)

【申込期間】

一歩進んだ
パーソナルコンピュータ利用講座

【申込期間】

｢大学の基礎物理実験に挑戦しよう!｣テーマを1つ選んで､実験
をします｡｢面白そうだけど､むずかしくない? その実験値は､知
られている物理法則どおりかな?｣心配ご無用! 物理を専門とす
る学内講師が､やさしく解説します｡理系の大学生になったつも
りで､自然にひそむ物理の不思議を､ちょっとのぞいてみません
か?

備考:申込みの際に､希望する実験テーマの第一希望､第二希望を備考欄
にご記入ください｡実験内容がよく分からない場合は無記入でも構い
ません｡当日割り振りします｡
実験テーマは地域貢献推進センターHP
http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/lecture/entry-210.html をご覧ください｡

【申込期間】 7.5(水)AM9:00～8.1(火)7.3(月)AM9:00～7.25(火)

福大生に電子工作と
プログラミングを学ぼう

見るということは発見であり､驚きであり､また､出会いでもあ

ります｡それは､表現することに於いて､最も大切な“対話”の

始まりでもあります｡この講座では､3日間で2つの課題を行い､

各課題ごとに講評をします｡また､そのなかでデッサンの意味や

考え方などをやさしく教えます｡

備考:メモ帳､鉛筆､練り消しゴム､デッサン用木炭､その他用具(木炭デッ
サンの場合は食パン)と昼食をご持参ください｡
申込みの際備考欄に､①デッサン経験の有無 ②(デッサン経験がある場
合)デッサンの種類(鉛筆or木炭)ごとにそれぞれ描いた枚数 ③今回の
講座で描くデッサンの種類(鉛筆or木炭)をご記入ください。

芸術と文化 実験

ラ

生活と教養

ラ

芸術と文化

ララ

ラ

生活と教養

ラ

ラ

ラ

芸術と文化



　　　　 ※申込開始日時前の受講申し込みは受付できません。

講座番号 講座番号

25 26

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号

9-3

【講師】

【会場】

【定員】 【料金】

TEL:  0776-27-8060(直通)　受付時間: 平日のみ/9:00～17:15　

FAX: 0776-27-8878

HPからのお申込み: http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

平成29年度　福井大学 公開講座のご案内 8月号②

川戸 栄

福大生に電子工作と
プログラミングを学ぼう (全2回)

中川 剛志 (S.A.Network）

福大音楽塾 とことんクラシック！
「魅せるアレンジ
　名曲オペラ　ヒットメドレー」

8.19(土)､8.20(日) 13:00～17:00 8.20(日) 14:00～15:30(レクチャーと演奏)
　　　　 15:45～16:15(アフタートーク)

※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､申込締切日までにお申込みください｡
※申込みは､福井大学地域貢献推進センターHP､FAX・郵便等にてお願いいたします｡

･･･福井ライフ・アカデミー連携

お問合せ
パンフレット

請求先

夢をひらく電子工作プロジェクト 2017
第3回 ICを使った高感度なAMラジオを作ろう

総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)

¥2,000

備考:詳細は
http://www.dreamprojs.com/またはhttp://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/
ホームページや各回で配布するチラシで詳細をご確認ください。

8.26(土) 13:30～16:00

庄司 英一 (大学院工学研究科　准教授）

中学生～高校生 20名
(中学生に関してはプログラム言語
に触れたことがある人が条件)

小学生～一般 90名

【申込期間】

三屋 風 (フルート奏者)､前川 明音 (クラリネット奏者)､

アカデミーホール(文京キャンパス)

無料無料

(大学院工学研究科 准教授)

工学系2号館 221M講義室(文京キャンパス)

加藤 俊裕 (ピアノ奏者)､澁谷 政子 (教育学部　教授)

お話と演奏で構成する｢福大音楽塾 とことんクラシッ

ク！｣､今年度第1回目は､フルート､クラリネット､ピアノの

アンサンブル｢トリオ･レ･ヴァン｣と本学大学院生のソプラ

ノで､オペラ編曲を中心にお届けします｡19世紀大人気のオ

ペラの華やかで技巧を魅せるメロディーをお楽しみくださ

い｡器楽アレンジ､ソプラノの歌声､それぞれ心躍る楽しさ

です｡

ICとトランジスタを使用した高感度なトランジスタラジオ

を作ります｡バラック型でスピーカー式の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！

7.11(火)AM9:00～8.8(火) 【申込期間】7.13(木)AM9:00～8.8(火)

電子工作やプログラミングを福井大学生と一緒に学びませ

んか? 今回の講座では､レーシングコースを走るロボット

カーのプログラミング制御を行います｡高校生の場合はプ

ログラミングをしたことがない人でも大丈夫です｡最終日

には､実際にレーシングコースで時間を競いましょう｡

一般(お一人での参加や､ご夫婦での
参加など)､あるいは保護者と小学5
年生以上の親子ペア 8組

【申込期間】7.26(水)AM9:00～8.22(火)

ラ ラ

生活と教養

ラ

芸術と文化

ものづくり

「福井大学 災害ボランティア講演会」のお知らせ

７月８日(土)､文京キャンパスで「福井大学 災害ボランティア講演会」を開催します。

講師は､公益社団法人中越防災安全推進機構地域防災力センター長の諸橋 和行

さん｡テーマは「防災力革命 ～雪国×災害×ボランティア～」です｡

＊ お申し込みは､お電話またはFAXでお願いします｡ ＊

【開催日時】 ７月８日（土） １０：００～１１：３０

【開催場所】 福井大学アカデミーホール（文京キャンパス）

【対 象】 一般、学生、教職員 １００名

【申込締切】 ７月４日（火）

【申込方法】 福井大学災害ボランティア活動支援センター

TEL：0776-27-8060 (受付時間：平日のみ/ 9:00～17:15) FAX：0776-27-8878

詳細は､http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/lecture/entry-188.htmlをご覧ください｡

「ひらめき☆ときめきサイエンス」のお知らせ

「科学研究費補助金」（科研費）により行われている最先端の研究成果を、中学生、

高校生にわかりやすく紹介し、直に見る、聞く、触れることで、科学のおもしろさを感

じてもらうプログラム「ひらめき☆ときめきサイエンス２０１７」 （日本学術振興会委託

事業）を実施します。保護者、中学・高校教員の方の見学も歓迎します。

◆「君のお気に入りの分子の模型を作って学ぼう！ －ミクロな物質の世界－」

【開催日】 平成２９年８月４日（金）

【開催場所】 松岡キャンパス 【申込締切】 平成２９年７月２８日（金）

◆「３Ｄ映像を知覚する知能を測る技術とその応用」

【開催日】 平成２９年８月８日（火）

【開催場所】 文京キャンパス 【申込締切】 平成２９年７月７日（金）

◆「光の時代の立役者:レーザーをつくる～高校生のためのレーザー製作講座～」

【開催日】 平成２９年８月２６日（土）

【開催場所】 文京キャンパス 【申込締切】 平成２９年８月４日（金）

詳細は､http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/local_info/entry-248.htmlをご覧ください｡

中学生や

高校生が対象!
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