
　　　　 

講座番号 講座番号

3-2 11

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号 講座番号

9-2 12

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号 講座番号

13 14

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】

【定員】 【料金】

備考:各自昼食、手持ちの木彫道具をご持参ください｡
　　 無い方でも参加できますが､事前にご相談ください｡

備考:各自昼食をご持参ください｡

ガラスを溶かして
オリジナル作品を作ろう

現職教員(非常勤講師含む) 10名 無料

田畑 功 (工学部技術部)ほか

タケフナイフビレッジ(越前市) ※22日･現地集合 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)

小学1年生以上の親子 10組20名

図画工作科･美術科 指導力アップ講座
(全3回)

平成29年度　福井大学 公開講座のご案内 7月号①

ドラマチックな天体観望プロジェクト 2017

第2回 夏の星座と天の川を楽しもう！ 医学部講演会

･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｡
･なお､一部(抽選の記載)は抽選となります｡往復はがきで申込締切日必着でお申込みください｡申込締切後に厳正な抽選のうえ､当選者を決定いたします｡
･各講座によって募集形態が異なりますので､ご注意ください｡

※申込開始日時前の受講申し込みは受付できません。

7.15(土) 10:00～12:25
井部 極 (オヤット天文クラブ) テーマ1. 中本 安成 (医学部 教授)

7.1(土) 18:30～21:00

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1
年生以上の親子家族 10組

7.15(土) 13:30～16:00 7.15(土) 14:00～16:00

東の空には夏の大三角となる､こと座のベガ､わし座のアルタ
イル､はくちょう座のデネブが輝いています｡ベガは織姫星､ア
ルタイルは彦星として知られます｡さそり座のアンタレスも南
の空で赤く輝いています｡今回は､こうした夏の星座について
学びます｡天体に関する授業､解説､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｡

¥1,000 一般､学生､教職員 100名 無料

【申込期間】 6.15(木)AM9:00～7.11(火)

総合研究棟Ⅰ 総合大1講義室(文京キャンパス) アカデミーホール(文京キャンパス)

庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授) テーマ2. 吉田 好雄 (医学部 教授)

7.22(土)､7.29(土)､7.30(日) 9:00～16:00 7.22(土) 9:00～16:00
坂本 太郎 (教育学部 准教授)

【申込期間】 6.22(木)AM9:00～7.18(火)

【申込期間】 6.23(金)～7.4(火)

教育系3号館 木工実習室(文京キャンパス) ※29日･30日

｢申込書｣裏面をご覧ください｡

¥1,000

福井県で教鞭を執られている先生方を対象とした､図工･美術

の為の専門性を高めることが目的の実技研修です｡普段の教材

研究では深めることが難しい彫刻の専門的な分野を課題とし

て扱います｡今回はタケフナイフビレッジで打ち刃物体験を通

して道具の成り立ちや歴史を研修し､そこでの成果物の小刀を

使ってカービングによる木彫の小作品を作ります｡

日常生活の中でガラス製品はいろいろな場所で利用されてい

ます｡普段は固くて､割れやすいとの印象が強いですが､熱を加

えることでいろいろ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の小物を作り

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｡
※打ち刃物体験では､別途15,000円が必要となります｡

科学の楽しさをみんなで一緒に発見してみよう! この講座で

は､話を聞くだけでなく実際に体験してもらって､身近なもの

の仕組みや科学の不思議さ､面白さを理解してもらいます｡

テーマ1.｢しのび寄る消化器がん｣
我が国では2人に1人ががん（悪性新生物）に罹り､3人に1人ががんで
亡くなっています｡なかでも､消化管や肝臓がんの割合が50%に達して
います｡そのほとんどが何の症状もなく発症し､手遅れで発見されるこ
とも少なくありません｡あなたのがんを早期発見して完治する秘策を､
一緒に考えましょう｡

テーマ2.｢子宮頸がんから貴方と家族を守るために」
子宮頸がんは､発がんウイルスの感染により生じます｡若い女性のウイ
ルス感染者が増加し､それに伴い妊娠･出産に大事な子宮の手術をしな
くてはいけないかもと悩んでいる人が年々増加しています｡どのよう
にしたら､このような悩みから解放できるのでしょうか｡最近の子宮頸
がん予防ワクチンの治験も含めてお話をします｡

(大学院工学研究科 准教授) (大学院工学研究科 助教)

ほやほや物理実験室夢をひらく電子工作プロジェクト 2017
第2回 トランジスタで作る高感度なAMラジオを作ろう

【申込期間】 6.15(木)AM9:00～7.11(火)

アカデミーホール(文京キャンパス)

小学生親子 15組30名 ¥1,000

守安 毅

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。

【申込期間】 6.1(木)AM9:00～6.27(火)

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。

庄司 英一

【申込期間】 6.15(木)AM9:00～7.11(火)

総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)

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
年生以上の親子家族 8組

¥2,000

トランジスタを2個使用した高感度なAMラジオを作ります｡今

回作るラジオはスピーカで鳴るラジオです｡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！

芸術と文化

実験

ものづくり 健康と医療

ラ ･･･福井ライフ・アカデミー連携

ラ

ものづくり

ものづくり

抽選



　　　　 

講座番号 講座番号

5-3 15

【講師】 【講師】福井大学アマチュア無線クラブOB（数名）

【会場】 【会場】総合研究棟Ⅰ 総合小1講義室(文京キャンパス)

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号 講座番号

16-1 17

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】共用講義棟 情報処理演習室(文京キャンパス)

【定員】 【料金】 【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

｢申込書｣裏面をご覧ください｡ ｢申込書｣裏面をご覧ください｡

･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､申込締切日までにお申込みください｡
･なお､一部(抽選の記載)は抽選となります｡往復はがきで申込締切日必着でお申込みください｡申込締切後に厳正な抽選のうえ､当選者を決定いたします｡
･各講座によって募集形態が異なりますので､ご注意ください｡

ロボット教材（Robotist）を利用した小学生向けのプログ

ラミング教室を開催します｡プログラムの基礎を学んだ後

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｡本講座では将来高度なソフトウェアを制作するための

基礎を学べます｡

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】6.30(金)～7.11(火) 【申込期間】6.30(金)～7.11(火)

7.30(日) 10:00～12:00 7.30(日) 13:30～15:30

共用講義棟 情報処理演習室(文京キャンパス)

無料無料小学生(3年生以下は保護者同伴)
20名

お問合せ
パンフレット

請求先

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｡

小学生4年生以上と保護者
20組

浪花 智英 (大学院工学研究科 教授)浪花 智英 (大学院工学研究科 教授)

総合研究棟Ⅰ ロボット工房 （文京キャンパス）

平成29年度　福井大学 公開講座のご案内 7月号②

※申込開始日時前の受講申し込みは受付できません。

こわしてなおそう！分解して学ぶものの仕組み 2017
第3回 こわしてなおそう！(その3)

7.22(土) 13:30～16:00 7.30(日) 9:30～13:00

庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授)

森 眞一郎 (大学院工学研究科 教授)

風間　寛司

小学生プログラミング教室 (初級編) 小学生プログラミング教室 (中級編)

小学4年生以上の親子 20組40名 ¥1,000

【申込期間】

テレビ､携帯電話や気象予報･カーナビなど便利な生活を支

えている電波､宇宙の研究にも用いられている電波とは?

講義と実験で楽しく易しく理解できます｡災害時に通信を

確保したり､宇宙ステーションとの通信や無線実験を楽し

めるアマチュア無線の紹介も行います｡ラジオを製作する

ことでものづくりを体験します｡

身近な電化製品などをみんなで分解し､それをまた元通り

に組み立て直すことで､ものの仕組みについて探求します｡

出て来た部品や動く仕組みについて､分解しながら工学的

な原理をその場で縦横無尽に解説していきます! 各回の分

解する内容は参加者の申し込み状況などから検討していき

ます｡

¥1,000

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。

【申込期間】6.22(木)AM9:00～7.18(火)

(大学院教育学研究科　准教授）

親子で学ぶ
電波の不思議な世界とラジオ工作

6.30(金)AM9:00～7.25(火)

共催/福井大学アマチュア無線クラブ同窓会

受講生募集中!!
福井大学地域貢献推進センターホームページでは､公開講座の最新情報や申込み受付､地域貢献に関するイベントを
ご案内しています｡ご希望の方へは､公開講座やイベントなどの情報を電子メールでも配信しています。
ぜひホームページをご覧ください｡

ラ

ラ ･･･福井ライフ・アカデミー連携

産業と技術

ものづくり ものづくり

産業と技術

ラ

抽選 抽選
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