平成29年度

福井大学 公開講座のご案内

11月号①

※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｡）
※申込みは、福井大学地域貢献推進センターHP、FAX・郵送にてお願いいたします。

ラ･･･福井ライフ・アカデミー連携

※申込開始日時前の受講申し込みは受け付けできません。
講座番号

29

ラ

うた・歌・唄・詩・謳
芸術と文化

～独唱と朗読による音楽と言葉の幸福な結婚､パート4～

講座番号

30

11.3(金･祝) 14:00～16:00

芸術と文化

福井で出会うメキシコ文化 ②
｢死者の日！｣ (全2回)

ラ

11.11(土)､12(日) 9:00～17:00

【講師】早坂 知子 (声楽家)、 加藤 俊裕 (ピアニスト)

【講師】矢作 隆一 (ベラクルス州立大学 研究員)

梅村 憲子 (教育学部 准教授)

坂本 太郎 (教育学部 准教授)

【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)

【会場】11日(土) 教育系3号館 西21演習室(文京キャンパス)

12日(日) 一乗谷･浄善寺(福井市)
【定員】一般 90名

【定員】大学生､一般 20名

【料金】無料

【料金】無料

(2日間とも参加できる方)
【申込期間】 10.3(火)AM9:00～10.31(火)

【申込期間】 10.11(水)AM9:00～11.7(火)

クラシック音楽は敷居が高いと感じている方､学生達の若々しい歌声

メキシコ在住の芸術家､矢作隆一氏｡メキシコ文化の象徴ともいえる｢死

でその扉を開いてみませんか？前回に引き続きアメリカを拠点に活躍

者の日｣についての講義､また死者の日のメインモチーフである｢骸骨

中の新進気鋭のドラマティックソプラノ早坂知子氏をお招きし､世界

(がいこつ)･髑髏(どくろ)｣を参加者で制作して展示を試みます｡日本の

で通用する歌声をお聴きいただきます｡フレッシュで一生懸命な学生

お寺の境内でドクロ達を展示し文化の差異と融合を体感！メキシコと

も貫禄の世界の歌姫も､歌に乗せて皆様に言葉の想いを届けます｡

福井､時間･場所を超えて出会う驚きを体験しよう！
備考:各自昼食をご持参ください｡2日目は現地集合です｡

講座番号

37-4

生活と教養

ラ

福井大学発 地域の再生･活性化
第4回 ｢地域交通の未来｣

講座番号

31-1

11.11(土) 10:00～11:30

体験ふむふむ数学クラブ 第1回
生活と教養

ラ

「開花日を予想しよう」

11.11(土) 13:00～16:00

【講師】川本 義海 (大学院工学研究科 准教授)

【講師】西村 保三 (教育学部 教授)ほか

【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)

【会場】総合研究棟Ⅰ 7階 理数教育演習室(文京キャンパス)

【定員】一般､学生､教職員 100名

【定員】小学5年生以上 25名

【料金】無料

【申込期間】 10.11(水)AM9:00～11.7(火)

【申込期間】 10.11(水)AM9:00～11.7(火)

【料金】無料

人口減少､超高齢社会､過疎化､情報通信技術(ICT)､自動運転､電気自動車

｢体験ふむふむ数学クラブ｣は､身近な事象を題材として取り上げ､実験

(EV)､超小型モビリティ､人とモノを一緒に運ぶ貨客混載輸送など､交通

や対話などの体験的学習によって､数学を楽しんで学べる講習を目指

を取り巻く環境は近年､劇的に変化しつつあります｡私たちの身近な地

しています｡今回は､気温や降水量などの気象データから桜の開花日を

域交通は今後どのようになっていくのでしょうか？その現状を紹介し

予想する方法を題材として､統計について学びます｡

ながら将来を展望します｡
講座番号

38

生活と教養

北陸4大学連携まちなかセミナー
これからの和漢薬との付き合い方

ラ

11.11(土) 14:00～16:30
(富山大学附属病院薬剤部 准教授)
安藤 広和 (金沢大学 医薬保健研究域薬学系 助教)

講座番号

3-3

ドラマチックな天体観望プロジェクト 2017
第3回 秋･冬の星座と太陽系の惑星を楽しもう!

ものづくり

11.11(土) 17:30～20:00

【講師】加藤 敦

【講師】井部 極

【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)

【会場】総合研究棟Ⅰ 総合大１講義室(文京キャンパス)

【定員】一般､学生､教職員 100名

【定員】一般(お一人での参加や､ご夫婦での参【料金】¥1,000

【料金】無料

(オヤット天文クラブ)
庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授)

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

【申込期間】 10.11(水)AM9:00～11.7(火)

【申込期間】 10.11(水)AM9:00～11.7(火)

大学には､教育や研究のほかに､地域のみなさまの多様な生涯学習の

簡単な天文グッズ作りを交えて､天文に関する講義､大型双眼望遠鏡に

ニーズにこたえる役割があります｡福井大学､金沢大学､北陸先端科学技

よる観望により､美しき星空の世界を探求する夕べになればと思いま

術大学院大学､富山大学が共催して知的探求の場をご用意します｡

す｡後期に開催する本講座では､秋･冬の星座と太陽系の惑星に関する話
題をとりあげます｡悪天候の場合は観望のみ中止します｡
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。

平成29年度 福井大学 公開講座のご案内

11月号②

※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｡）
※申込みは、福井大学地域貢献推進センターHP、FAX・郵送にてお願いいたします。

ラ･･･福井ライフ・アカデミー連携

※申込開始日時前の受講申し込みは受け付けできません。
講座番号

5-4

こわしてなおそう!分解して学ぶものの仕組み 2017

第4回 こわしてなおそう! (その4)

ラ

講座番号

エンジンの分解･組立を体験してみよう！

10-2

ものづくり

11.18(土) 13:30～16:00

産業と技術

(名車ホンダスーパーカブ50ccエンジンに触れて)

11.25(土) 13:00～16:00

【講師】庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授)

【講師】石田 孝明 (日産OB)

新谷 真功 (大学院工学研究科 准教授)ほか
【会場】総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)
【定員】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

【会場】工学系2号館 221M講義室(文京キャンパス)

【料金】¥1,000

【定員】小学校高学年以上(低学年の場

【料金】無料

合は保護者同伴) 20名

【申込期間】10.18(水)AM9:00～11.14(火)

【申込期間】10.25(水)AM9:00～11.21(火)

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

車はエンジンによって動いています｡エンジンには､モノづ

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｡

くりの知恵が沢山ちりばめられています｡スーパーカブの

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

50ccのエンジンの分解･組立によって､その知恵と構造を学

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

び､4サイクルエンジンの原理と動作を学びます｡今回は､腰

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

上部分と､腰下(トランスミッション､クランク軸等)を分解･

ます｡

組立します｡

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。

講座番号

32

ラ

HIV講演会
健康と医療

｢身近な感染対策 -インフルエンザ･エイズなど-｣

11.25(土) 10:00～11:30
【講師】岩﨑 博道 (医学部附属病院 教授)

福井大学 きて みて フェア 2017
【開催日時】

１０月１５日（日） １０：００～１６：００

【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)
【定員】一般､学生､教職員 100名

【料金】無料

このフェアでは､大学の教育や研究等について紹介す
るコーナーや､大学の施設を見学する企画などを開催

【申込期間】10.25(水)AM9:00～11.21(火)

エボラ出血熱､ジカ熱など､毎年のように新しい感染症が話
題となります｡ところで､エイズは今どういう状況になって
いるのか？今回はインフルエンザも含めたこれらの感染症

する予定です｡みなさまのご来場をお待ちしています｡
当日は､学内駐車場の利用が制限される可能性があ
りますので､公共交通機関をご利用ください｡ また､当日
は工学部のミニオープンキャンパスを開催しています｡

の問題を知り､どのようなことに気を付けたらよいのか､対
策も含め分かりやすく解説します｡

平成29年度 受講生募集!!
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｡

お問合せ
パンフレット
請求先

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

