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【会場】 【会場】
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講座番号 講座番号

13 14

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【定員】

【受講料】 【受講料】

現職教員・教員志望学生を対象とした、図工・美術の専門性を高め
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扱います。今回は日本の伝統的な着彩技
法を併せて体験し、そこで習得した技術を駆使して着彩を施した木
彫の小作品を作ります。

備考:各自昼食､手持ちの木彫道具をご持参ください。
詳細は決まり次第､ホームページ等でお知らせします｡

お問合せ・お申込み

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

思います。豊富な撮影画像による説明と、背景にある理論をわかり

やすく補足解説から、ドラマチックな内容で進めます。悪天候の場

合は観望のみ中止します。ホームページ等で詳細をご確認くださ

い。

テーマ2. 後藤 伸之　(医学部附属病院 教授)

坂本 太郎 (教育学部 准教授)

教育系3号館 木工実習室ほか(文京キャンパス)

現職教員(非常勤講師含む)･教員志望学生等 15名

【申込期間】6.20(木)AM9:00～ 7.16(火) 無料

スポーツ公開講座

キャンプ教室　第3回

¥1,000

水沢 利栄

庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授)

2019年度　福井大学 公開講座のご案内 7月号①

医学部講演会

「良い睡眠でこころも身体も元気に」
「知っておきたい『くすり』の話　」

　ドラマチックな天体観望プロジェクト 2019
　第2回 アポロ11号の月面着陸

 ～夏の星座と天の川を楽しもう！～

・先着順の講座と抽選の講座があります。先着順の講座は、空き状況をホームページから確認することができます。

・申込期間を確認のうえ、ホームページ、郵送、FAX、直接来学でお申込みください。 福井ライフ・アカデミー連携

6.13(木)AM9:00～ 7.9(火)

小学生親子 15組30名

総合研究棟Ⅰ 1階総合大1講義室(文京キャンパス) 

一般､学生､教職員 100名

アカデミーホール(文京キャンパス)

(教育学部 教授)

がんについて学ぼう！
-自分のため、家族のために-

【申込期間】 無料6.6(木)AM9:00～ 7.2(火)

テーマ1.「良い睡眠でこころも身体も元気に」
生きている時間の25-35％も占める睡眠は、当然、ヒトには重要な役割
を担っています。その睡眠のリズムが乱れる、質のいい睡眠がとれな
い、睡眠中にみられる病的な症状の問題は、小児から高齢者まで全世代
に共通しています。私たちがよりよい睡眠を確保し、よりよい生活を送
れるようにするにはどうしたらいいでしょうか。睡眠に対して、一緒に
考えてみましょう。
テーマ2.「知っておきたい『くすり』の話｣
くすりは、あなたの体調を整え、病気を回復に向かわせます。けれど
も、効果と同じように副作用も併せもっています。また、適切に使用し
ないとその効果を発揮できないばかりか、思わぬ副作用が現れることも
あります。くすりのベネフィットとリスクをしっかり知っておく必要が
あります。くすりの歴史、くすりが果たしてきた役割、くすりを適正に

使うための留意点についてお話しします。

濱田 樹里

一般(お一人での参加や､ご夫婦での参加など)､あるいは小
学1年生以上の家族 10組

6.6(木)AM9:00～ 7.2(火)

石川 裕也 (遠赤外領域開発研究センター 助教)ほか

7.7(日) 9:30～15:00

7.6(土) 10:00～12:25 7.6(土) 18:30～21:00
井部 極 (オヤット天文クラブ)テーマ1. 小坂 浩隆　(医学部 教授)

【申込期間】

備考:詳細は http://www.dreamprojs.com または http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp
をご確認ください。

第1回 7.20(土) 9:00～16:00、
第2回～第4回 開催日未定

野外での楽しいゲームと簡単に作れる料理の実習を行い参加者全員

で昼食として食べるキャンプの初級者講座です。各回で取り組む料

理は次のとおり。

第３回：タコ焼き鉄板で作るおもしろランチ

現在日本では、2人に1人はがんにかかる時代です。がんが身近な病

気となっている今、みなさんが気をつけたり、できたりすることは

なんでしょうか。がん教育の先進県より、有名な長谷川先生を招い

て、話を伺います。がん教育に関わる教育者・医療者向けに、奈良

県のがん教育の取り組みもご紹介いただきます。

　図画工作科・美術科
　　　指導力アップ講座③（全4回）

後援/福井県キャンプ協会

7.13(土) 14:00～16:00

小学4年生以上とその保護者 15組

7.13(土) 13:30～16:30

大学連携ｾﾝﾀｰ ｢Fスクエア｣(福井市手寄1-4-1 ｱｵｯｻ7階)

【申込期間】

中学生･高校生､がん教育に携わる教職員･医療者 30名

福井大学 地域創生推進本部　 　TEL：0776-27-8060(直通)　受付時間：平日のみ 9:00～17:15　　FAX：0776-27-8878

福井大学総合自然教育センター(福井市上伏町5石畑9)

長谷川 正俊(奈良県立医科大学医学部 教授)

児玉 麻衣子(医学部附属病院 特命助教)ほか

¥2,000【申込期間】6.7(金)AM9:00～ 7.2(火) 無料6.13(木)AM9:00～ 7.9(火)

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

学の不思議さや面白さを理解してもらいます。

アカデミーホール(文京キャンパス)

【申込期間】 ¥1,000

　ほやほや物理教室

(名古屋造形大学 准教授)

ラ

ラ

ラ



　

講座番号 講座番号

15 16

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【受講料】 【定員】

【受講料】

講座番号 講座番号

17 18-1

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【定員】

【受講料】 【受講料】

講座番号 講座番号

9-2 19

【講師】 【講師】

【会場】

【定員】 【会場】

【定員】

【受講料】 【受講料】

お問合せ・お申込み

共催/福井大学アマチュア無線クラブ同窓会
協賛/計測自動制御学会北陸支部(依頼中)

7.28(日) 9:00～12:30

森 眞一郎 (大学院工学研究科 教授)ほか

総合研究棟Ⅰ 総合小1講義室(文京キャンパス)

小学4年生以上の親子 20組40名

福井大学アマチュア無線クラブOB

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の不思議な世界を講義と実

験で易しく楽しく勉強します｡災害時の通信確保､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｡勉

強のあとはラジオ製作を体験します｡早くできた人はモールス通信や

バーチャルリアリティ(VR)の体験も予定しています。

¥2,0006.20(木)AM9:00～ 7.16(火) 【申込期間】6.28(金)AM9:00～ 7.23(火) ¥1,000

夢をひらく電子工作プロジェクト2019

～簡単に作れて高感度！ 電池式ラジオ 編～
第2回 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀとICを使った簡単なAMラジオを作ろう!(1)

無料

マジック（手品）に何故私たちは驚くのでしょうか。それは私たち

の予想外の出来事が起こるからです。本講座では、実際にマジック

を見て、また受講生がマジックを自分ですることを通して、“マ

ジックの種”が私たち人間の持っている心理的特徴を利用している

ことを学んでいきます。“不思議”を体験・学習してみましょう。

【申込期間】6.21(金)AM9:00～ 7.16(火)

小学3年生～6年生 30名

マジック(手品)から学ぶ
私たち人間の不思議な特徴(マジックと心理学)

7.20(土) 13:00～16:00

無料

膽吹 覚 (語学センター 准教授) 岸 俊行 (教育学部 准教授)

大学連携ｾﾝﾀｰ ｢Fスクエア｣(福井市手寄1-4-1 ｱｵｯｻ7階)

【申込期間】6.21(金)AM9:00～ 7.16(火) 無料

高校生以上 20名

福井大学総合図書館 1階ホール(文京キャンパス)

2019年度　福井大学 公開講座のご案内 7月号②
・先着順の講座と抽選の講座があります。先着順の講座は、空き状況をホームページから確認することができます。

・申込期間を確認のうえ、ホームページ、郵送、FAX、直接来学でお申込みください。 福井ライフ・アカデミー連携

 Windows10とMS-Office 2016，
 モラルとセキュリティを基礎･基本から学ぶ講座

7.20(土) 9:00～16:00 7.20(土) 10:00～16:00

一般市民(おおむね小学生高学年以上) 25名

安藤　誠

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)

塚本 充 (教育学部 教授)ほか

総合情報基盤センター 第1端末室(文京キャンパス)

ガラスを溶かして
オリジナル作品を作ろう

(工学部技術部)ほか

小学1年生以上の親子 10組20名

【申込期間】

¥1,000

【申込期間】6.20(木)AM9:00～ 7.16(火)6.20(木)～ 7.1(月) 必着 抽選

福井大学 地域創生推進本部　　　　TEL：0776-27-8060(直通)　受付時間：平日のみ 9:00～17:15　　FAX：0776-27-8878

一般(お一人での参加や､ご夫婦での参加など)､あるいは小
学5年生以上の家族 8組

備考:詳細は http://www.dreamprojs.com または http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp
をご確認ください。

豆本の愉しみ -福井の郷土豆本-

「豆本」は手のひらに収まるサイズの本です。この講座では講師の

解説のもと、本学総合図書館が所蔵する『ゑちぜん豆本』を受講者

の方々に実際に手にとって見ていただき、福井ならではのライン

ナップをはじめ、郷土の素材を使った装丁や、遊び心満載の趣向を

楽しんでいただきたいと思っております。

この講座を通して少しでも多くの方々が､電子工作の楽しさを学んで

いただければと思います｡電子工作の原点はラジオ工作にあり！毎

回､種類の異なるラジオを作ります｡この講座では『電池式』の高感

度なラジオを作ります。電子部品の特長を活かしたラジオを製作し

ていきます。製作だけではなく､講義として､電波の仕組み､ラジオの

仕組み､電子部品の仕組み､はんだづけの方法なども学びます｡シリー

ズ4回で、毎回異なるラジオを作るプロジェクトを予定しています｡

製作したラジオはお持ち帰りいただけます｡

7.20(土) 13:30～17:00
庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授)

総合研究棟Ⅰ 3階ロボット工房(文京キャンパス)

【申込期間】

親子で学ぶ
電波の不思議な世界とラジオ工作

7.20(土) 10:30～12:00

日常生活の中でガラス製品は色々な場所で利用されています。普段

は固くて、割れやすい印象ですが、熱を加えることで形を変えるこ

とができます。この講座では、ガラスについての学びの一環とし

て、電気炉やバーナーを用いて、ガラスが「溶ける、伸びる、曲が

る」を体験し、ガラスの花などのオリジナル作品を作ります。

ふだんからPCを利用していても、我流だったり、なんとなく使って

いたりする人を対象にWindows10やMS-Office2016の基本とやや高度

な使い方(画像加工・差込印刷・Excelマクロなど)を学びます。ま

た、情報セキュリティやモラルに関する危険な事例を紹介し、留意

事項について解説します。

備考:各自昼食をご持参ください｡ 備考:各自昼食をご持参ください｡

往復はがきでのお申込みです｡往復はがきへの記入については別
紙の申込方法をご確認ください｡

ラ

ラ

ラ ラ



お申込み・受講の注意点

★ 往復はがき以外でのお申込み、料金不足等の場合は無効となりますのでご注意ください。

★ 親子１組につき、はがき１枚でお申込みください。

★ 受講料1,000円を支払った時点で申込完了となります。当選をされた方は速やかに入金をお願いします。

★ 応募者多数の場合は厳正な抽選を行い、当落は開催日２週間前頃に返信はがきでご連絡します。

★ 受講をキャンセルされる場合は、7月18日（木）までに、地域創生推進本部まで必ずご連絡ください。

★ 当選者以外の入室はご遠慮ください。

往復はがきに下記の内容をご記入のうえ、福井大学地域創生推進本部にお送りください。

返信用表面
・住所
・氏名

往信用裏面
・日付、申込講座名
・郵便番号、住所
・参加者名（フリガナ）
・年齢（学年）
※講座開催日時時点の年齢

・性別
・電話番号

「ガラスを溶かしてオリジナル作品を作ろう」の申込方法

【記載例】

62
（郵便番号を記入してください）

○
○
市□

□

町×

の×

福
井

大

様

（代
表
者
の
氏
名
）

（必
ず
「様
」を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

7/20
ガラスを溶かして
オリジナル作品を作ろう

〒○○○-○○○○
○○市□□町×の×

フクイ ダイ
福井 大 （45） 男

フクイ ガク

福井 学 （９） （小３） 男

0776-○○-○○○○

返信はがき 表 往信はがき 裏

62 9 1 0 8 5 0 7

福
井
市
文
京
３
の
９
の
１

福
井
大
学

地
域
創
生
推
進
本
部

行

7/20
ガラスを溶かして
オリジナル作品を作ろう

往信はがき 表 返信はがき 裏

※下 3/4程度
空けてください

往信用表面
・福井市文京3-9-1
・福井大学

地域創生推進本部 行

返信用裏面
･日付、申込講座名

申込期間 令和元年 ６月２０日（木）～７月１日（月） 必着
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