平成29年度

福井大学 公開講座のご案内

12月号

※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

33-1

ラ

和声の歴史
芸術と文化

講座番号

9-4

～なぜ音楽理論を学ぶか～ 第1回

夢をひらく電子工作プロジェクト 2017
第4回 AM/FM DSPラジオを作ろう

ものづくり

12.2(土) 13:30～16:00

12.1(金) 19:00～21:00
【講師】星谷 丈生 (教育学部 准教授)

【講師】庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授)

【会場】教育系3号館 音楽実習室A(文京キャンパス)

【会場】総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)

【定員】小学校高学年以上 20名

【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

【料金】無料

【料金】¥2,000

【申込期間】 11.1(水)AM9:00～11.27(月)

【申込期間】 11.2(木)AM9:00～11.28(火)

和声理論は､非常に奥が深く研究しがいのある理論ではありますが､一

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

方でなかなか一筋縄ではいかない理論でもあると思います｡本講座で

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

は､和声を歴史的な視点から俯瞰しつつ､｢なぜ和声理論を学ぶのか｡｣を

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

テーマに講座を進めます｡

けます｡DPS(Digital Signal Processor)によるスピーカー式のAM/FMラジ
オを製作します｡
備考:詳細は http://www.dreamprojs.com/またはhttp://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/
ホームページや配布するチラシで詳細をご確認ください。

ラ

講座番号

35-1
35-2

名作映画に見る福井コネクションの研究
芸術と文化

12.3(日)

講座番号

26-2

35-1 第1部 9:30～12:30 雨月物語
35-2 第2部 13:30～17:30 飢餓海峡

【講師】四方田 犬彦 (映画史家・元明治学院大学教授：飢餓海峡)

福大音楽塾 とことんクラシック!
芸術と文化

ラ

着想の閃き、技巧の冴え〜小品集の世界～

12.10(日)

14:00～15:30
15:45～16:15アフタートーク

【講師】加藤 俊裕 (ピアニスト)

細谷 龍平 (国際地域学部教授：雨月物語)

澁谷 政子 (教育学部 教授)

【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)

【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 約100名

【定員】小学生～一般 90名

【料金】無料

【料金】無料

【申込期間】 11.2(木)AM9:00～11.28(火)

【申込期間】 11.10(金)AM9:00～12.5(火)

世界的映画｢雨月物語｣(溝口健二監督)と､水上勉原作の｢飢餓海峡｣(内田

お話と演奏で構成する｢福大音楽塾 とことんクラシック！｣で､クラ

吐夢監督)を鑑賞したあと､講演でそれぞれの名作としての意義と､福

シック音楽の楽しみを発見してみませんか｡今年度第２回目は加藤俊

井･越前とのつながりを解き明かします｡特に､映画史家で我が国映画学

裕さんのピアノ･ソロ｡作曲家の大胆な発想､遊び心､個性がきわだつピ

の草分けである四方田犬彦氏を招き､日本映画の素晴らしさと､映像を

アノ小品の世界をお届けします｡

通した国際文化対話のあり方も考えます｡
備考:第1部と第2部とも参加される方は､それぞれにお申込みをお願いします｡また､両方
に参加する場合には､各自昼食をご持参ください｡
講座番号

31-2

体験ふむふむ数学クラブ 第2回

ラ

生活と教養

講座番号

33-2

ラ

和声の歴史
芸術と文化

～なぜ音楽理論を学ぶか～ 第２回

12.16(土) 13:00～16:00

12.17(日) 14:00～16:00

【講師】西村 保三 (教育学部 教授)ほか

【講師】谷本 聡子 (札幌大谷大学 教授)

星谷 丈生 (教育学部 准教授)
【会場】総合研究棟Ⅰ 理数教育演習室(文京キャンパス)
【定員】小学5年生以上 25名

【料金】無料

【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)
【定員】小学校高学年以上 80名

【料金】無料

【申込期間】 11.16(木)AM9:00～12.12(火)

【申込期間】 11.17(金)AM9:00～12.12(火)

｢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

和声理論は､非常に奥が深く研究しがいのある理論ではありますが､一

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

方でなかなか一筋縄ではいかない理論でもあると思います｡本講座で

しています｡今回は､折り紙で正多角形を作ったり､折り紙で作った多角

は､ピアニストの谷本聡子氏をお招きし､生の演奏を体験しながら和声

形を組み合わせて多面体を作ります｡

の学習を進めたいと思います｡

平成29年度 福井大学 公開講座 「申込書」
福井大学 公開講座に、 □ 初めての申込みです。

□ 受講経験あり。

※ 該当する方に ☑ を入れてください。

※受講希望講座番号は、表面「公開講座ご案内」に赤字で記載の講座番号をご確認ください。（複数申込み可）
記入例

講座番号

33-1

和声の歴史

講座名
申込人数

名

名

名

2

名

名

※下記太枠内は必ずご記入ください。記入漏れがある場合、申込み受付が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
ふりがな
電話番号
氏名
（FAX番号）
男性
受講者
女性
生年月日(西暦)

年

月

日

職業

年齢

才

〒

住所

学校名

ふりがな

氏名

職業

男性

同伴者

女性
生年月日(西暦)

年

月

日

年齢

（学年）

学校名

（学年）

才

要望・連絡事項があればご記入ください。

備考
案内送付
について

今後、福井大学から公開講座やその他行事の郵送での案内を希望されますか？
送付希望

□

希望しない

受講の注意点を同意の上、上記講座に申込みます。

FAX番号 0776-27-8878

（いずれかに○をつけてください）

※PCメールでのご案内もしております。PCメールでの案内を希望される方は、
当センター H P：http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp 「利用者登録」よりご登録ください。

申込日：平成

年

月

日

FAX受信確認のため､お手数ですが地域貢献推進センターまでご連絡ください｡
切り取り線
↑この切り取り線より上を、郵送・FAXしてください。

◆受講の注意点◆
【講座について】

【有料講座について】

●申込開始日時前の受講申し込みは受付できません。

●講座申込締切日までに下記のいずれかの方法で納付をお願い

●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。
●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｡）
●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。

【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、わかり次第、当セン
ターまでお知らせください。

【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、正門カーゲート
を通過するための手続きが必要となります。チラシなどをなる

べくご持参いただき、公開講座受講者であることを正門
左にある守衛所に申し出て、手続きを行ってください。
●講義中の飲食や､撮影･録音はご遠慮ください。
●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。

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 ※振込手数料は受講者負担です。
振込確認のため、事前に当センターにご連絡ください。

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 ※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

お申込み ・お問合せ

福井大学 地域貢献推進センター
TEL：0776-27-8060（受付時間：平日のみ／9：00 ～ 17：15）

※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。

FAX：0776-27-8878

H P：http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

