
申込方法 ●申込締切日までに必ず事前のお申込みをお願いします。

インターネットからの
お申込み方法

郵送・FAXでの
お申込み方法

有料の場合(申込締切日までにいずれかの方法で納付をお願いします。)

銀行振込で納付する場合

現金書留で納付する場合

 地域創生推進本部ホームページ( http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/ )から「福井大学公開
講座」をクリック、画面左の「利用者登録」をご選択ください。(平成28年4月1日以降、
利用者登録をされた方は、そのまま講座申込へ進んでください。)利用登録完了後、

講座のジャンルやカレンダーよりご希望の講座をクリックしてください。お申し込み可
能な講座は【受付中】と表示されています。受講したい講座をクリックしてください。

 受講料が有料の場合は、受講料の納付・受領した時点で申し込みが完了となります。

 申込書に必要事項をご記入の上、郵送・FAXでお申し込みください。
郵送先：〒910-8507 福井市文京3-9-1 福井大学地域創生推進本部 行
FAX ：0776-27-8878

※おかけ間違いのないようお願いします。また、受信確認のため、
お手数ですが地域創生推進本部までご連絡ください。

振込確認のため、地域創生推進本部に連絡後、お近くのATM等から下記
口座へ振り込みをお願いします。(振込手数料は受講者負担)

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

郵送先：〒910-8507
福井市文京3-9-1 福井大学地域創生推進本部 行

※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。ご注意ください。
※銀行振り込みの場合、領収書は発行しません。

振込先

振込名義人を入力する際、
講座番号＋受講者本人のお名前を入力してください。(例１)
複数講座をまとめて振り込む際には、
講座番号をハイフンで続けて入力してから受講者名を入力して
ください。(例２)
複数人分をまとめて振り込む際には、
受講者名をハイフンで続けて入力してください。(例３)

例１ (１講座分の場合) ２２フクイハナコ
例２ (２講座分の場合) ２２－２３フクイハナコ
例３ (２名分の場合) ２２フクイハナコ－フクイタロウ

福井大学きてみてフェア2019

生涯学習市民開放
プログラムのご案内

福井大学共通教育部では、本学の授業を開放し、学
生と一緒に受講する「福井大学共通教育部生涯学習
市民開放プログラム」を実施しています。

応募方法・対象科目等を掲載した2020年度前期募集
要項は、2月末ごろ発行予定です。
募集期間：3月中旬～3月下旬(予定)
詳細についてはＨＰを参照いただくか、下記担当まで
E-mailまたは電話にてお問い合わせください。
【HP】http://www.cis.u-fukui.ac.jp/ja/page/p4.html
【お問合せ】
福井大学教務課 学務総務・共通教育担当
E-mail:kyoumu-soumu@ml.u-fukui.ac.jp
TEL:0776-27-8627

開催日時：10月20日(日)10：00～16：00
開催場所：福井大学 文京キャンパス

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
どを開催する予定です。

受講者
募集!!!

〒910-8507 福井市文京3-9-1
TEL：0776-27-8060(受付時間：月曜～金曜9：00～17：00)
FAX：0776-27-8878
HP：http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/

福井大学 公開講座

詳細はホームページをご覧ください。

【日時】 3.21(土) 10:00～12:00 、 13:00～15:00
【講師】浪花 智英(大学院工学研究科 教授)
【会場】共用講義棟 情報処理演習室(文京キャンパス)
【定員】小学生 (3年生以下は保護者同伴) 20名
【受講料】無料
【申込期間】2.21(金) AM9:00～3.6(金)抽選
※申し込み多数の場合は締め切り後に抽選を行います。
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｡

小学生プログラミング教室 (初級編)  
講座番号

23の2福大音楽塾 とことんクラシック！(第2回)

【日時】3.14(土) 14：00～15：30 レクチャー&コンサート
15：45～16：15 アフタートーク

【講師】大宅 さおり(ピアニスト) 加藤 俊裕(ピアニスト)
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)
【定員】小学生～一般 90名
【受講料】無料
【申込期間】2.14(金) AM9:00～3.10(火)
「福大音楽塾 とことんクラシック！」で芸術音楽の楽しみを見つけません
か。ピアニスト大宅さおりさんと加藤俊裕さんとともに音楽の世界をより深く
探究します。第2回は深く心に沁みるベートーヴェンのピアノ曲を堪能してく
ださい。

講座番号

29の2



詳細は福井大学地域創生推進本部ホームページをご覧ください。http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

【日時】10.12(土) 12:00～17:00
【講師】松葉 竜司(美浜町教育委員会)

門井 直哉(教育学部 教授)
【会場】未定(学外)
【定員】18歳以上 25名
【受講料】無料
【申込期間】9.12(木) AM9:00～10.1(火)
美浜町の興道寺廃寺跡は、わが国における仏教の展開を知る上で重要な古代
寺院遺跡であり、平成30年2月には国史跡に指定されました。本講座では同遺
跡とその周辺を散策しながら、当時の日本や若狭の社会のすがたについて考
えてみたいと思います。
(後援)美浜町教育委員会
【備考】
美浜町までは､大学からマイクロバスで移動します｡日程等の詳細はHPに掲載しています。
野外活動にふさわしい服装､靴､日よけ､雨具､飲み物等を各自準備してください｡

国史跡･興道寺廃寺跡をめぐる
-古代地方寺院とその周辺-

講座番号

28
【日時】11.30(土) 13:00～16:00
【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】工学系2号館 221M講義室(文京キャンパス)
【定員】小学4年生以上 20名
【受講料】無料
【申込期間】10.29(火) AM9:00～11.26(火)
エンジンは自動車の基本であり、モノづくりの知恵がいっぱい詰まっていま
す。スーパーカブの50ccの4サイクルエンジンの分解・組立によって、原理
や構造を実物を触ってから学びます。工具の正しい使い方や、エンジンを
優しく、丁寧に取り扱うことの大切さを学びます。最後に、自分の組み立て
たエンジンを起動します。

エンジンの分解･組立を体験してみよう！
名車ホンダスーパーカブ50ccエンジンに触れて

講座番号

10の2

【日時】12.21(土) 13:00～16:00
【講師】岸 俊行(教育学部 准教授)
【会場】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7F)
【定員】小学3～6年生 30名
【受講料】無料
【申込期間】11.21(木) AM9:00～12.17(火)
マジック(手品)に何故私達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。

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)

講座番号

18の2

【日時】1.13(月・祝) 10:00～16:00(第1回：講座番号34の1)
1.26(日) 10:00～16:00(第2回：講座番号34の2)

【講師】水沢 利栄 (教育学部 教授)ほか
【会場】スキージャム勝山(勝山市170-70)
【定員】教員および教員を目指す大学生 20名/回
【受講料】2,000円/回
【申込期間】11.27(水) AM9:00～12.24(火)
小学生にスキーの基本を楽しく安全に指導するための方法を学ぶ講座で
す。平地と緩斜面でのスキーの着脱、転倒起立、ターンと停止の基礎技術
の指導法をはじめ、ゲレンデを滑走しながらゲレンデ内に設置したクイズを
解きながら、スキー技術や環境教育、そして安全に関する知識を身に付け
る新指導法を学びます。

スポーツ公開講座
小学校におけるスキー教室の指導法

講座番号

34

赤 芸術と文化 茶色 歴史 紫 実験
オレンジ ものづくり 青 産業と技術 ピンク 健康と医療
緑 生活と教養

福大音楽塾 とことんクラシック！(第1回)

「東欧アヴァンギャルド～バルトークからリゲティへ～」
【日時】10.13(日) 14：00～15：30 レクチャー&コンサート

15：45～16：15 アフタートーク
【講師】大宅 さおり(ピアニスト) 加藤 俊裕(ピアニスト)

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)
【定員】小学生～一般 90名
【受講料】無料
【申込期間】9.4(水) AM9:00～10.8(火)
「福大音楽塾 とことんクラシック！」で芸術音楽の楽しみを見つけません
か。ピアニスト大宅さおりさんと加藤俊裕さんとともに音楽の世界をより深く
探究します。第1回は東欧の20世紀音楽をとりあげます。素朴な農民音楽
へのリスペクトが熱いバルトーク、超絶技巧とポップさで魅了するリゲティ。
聴いてみれば意外と楽しい！新鮮な響きの世界へご招待します。

講座番号

29の1

音楽の価値とは何か？
〜音楽著作権入門講座〜

【日時】11.3(日・祝) 15：00～17：00
【講師】榑谷 学(株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)

荒井 結(チェリスト)
星谷 丈生(教育学部 准教授)

【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)
【定員】中学生以上 50名
【受講料】無料
【申込期間】10.3(木) AM9:00～10.29(火)
近年では、私達は大量の音楽をインターネットを活用して世界中で共有し
ています。それにつれて音楽を享受する環境も大きく変化し、演奏家や作
曲家などはかつてない状況の中で活動しています。本講座では音楽著作
権の基礎について学び、様々な作品を通して音楽の価値について考えま
す。(室内楽のミニコンサートも行います。)
(後援)株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

講座番号

30

うた･歌･唄･詩･謳 ～独唱と朗読による
音楽と言葉の幸福な結婚、パート6～

【日時】11.9(土) 10:00～13:00 公開練習
15:00～17:00 コンサート

【講師】早坂 智子(声楽家) 加藤 俊裕(ピアニスト)
梅村 憲子(教育学部 准教授)

【会場】福井 北ノ庄クラシックス(福井市中央1-21-36)
【定員】一般 70名
【受講料】無料
【申込期間】10.9(水) AM9:00～11.5(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でそ
の扉を開いてみませんか？アメリカを拠点に活躍中のワーグナーソプラノ
早坂知子さんをお招きし、世界の歌姫の歌声にも触れていただきます。演
歌もJポップもクラシックも歌の心は同じ。皆様に想いのこもった言葉と音楽
を届けます。

講座番号

31

「第4回DSP式のAM/FMラジオを作ろう！」
【日時】11.30(土) 13:30～17:00
【講師】庄司 英一(大学院工学研究科 准教授)
【会場】総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)
【定員】一般あるいは小学5年生以上の親子 8組
【受講料】2,000円
【申込期間】10.30(水) AM9:00 ～11.26(火)
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。本講座では、毎回、種類の異なるラジオの製作を行
います。とても風変わりで創造的なラジオを製作する場合もあります。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。本講座に参加することで、電子
工作がとても身近なものになることでしょう。シリーズ4回目はDSP式の
AM/ＦＭラジオを作ります。

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～

講座番号

9の4

【日時】11.30(土) 10:00～11:30
【講師】岩﨑 博道 (医学部附属病院 教授)
【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
【受講料】無料
【申込期間】10.30(水) AM9:00～11.26(火)
12月1日の世界エイズデーの活動の一環として、エイズの最新情報を知っ
ていただくために講演会を行います。詳細は決まり次第ホームページに掲
載いたします。

HIV講演会
講座番号

33

【日時】11.9(土) 14:00～15:00
【講師】古石 貴裕(大学院工学研究科 准教授)
【会場】アカデミーホール(文京キャンパス)
【定員】小学生以上 30名

(小学生は保護者の同伴が望ましい)
【受講料】無料
【申込期間】10.9(水) AM9:00～11.5(火)
「地球が太陽の周りをまわってるってホント？」「太陽がなくなったら地球は
どこに行く？」コンピュータシミュレーションで、こんな宇宙のヒミツがわかる
かも！「分子ってなに？」「分子と地球の動き方は同じ？」分子の動きにも
ヒミツがいっぱい！コンピュータでのサイエンスライブショーで宇宙と分子
のヒミツを見つけよう！

みんなで見つける!?
宇宙のヒミツ！分子のヒミツ！

講座番号

3の3

【日時】11.2(土) 10:00～11:30
【講師】山村 修(医学部 講師)
【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
【受講料】無料
【申込期間】10.2(水) AM9:00～10.29(火)
人口減少社会が進むと医療機関に通う患者さんは減少し、病院や診療所
は縮小、撤退を余儀なくされます。でも医療は患者さんを置き去りにはでき
ません。医療撤退時代の幕開けに、私たちはどう取り組むべきなのでしょ
うか。「見守りシステム」、「AI活用」、「新たな予防(検診)活動」などを軸に
「住民を守る医療撤退」を考えます。

第4回 人口減少社会に抗う研究
～「無駄な抵抗」でもやります！～

講座番号

40の4
【日時】10.5(土) 10:00～11:30
【講師】河野 泰久(福井市美術館 学芸員)

濱口 由美(教育学部 教授)
【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
【受講料】無料
【申込期間】9.5(木) AM9:00～10.1(火)
福井市美術館を活用し、アートを介してコミュニティを育むことを目的に立
ち上がった『K-Kamプロジェクト』。20代から70代という多様な世代で構成さ
れているアートコミュニケータ「キリグー」と福大生、学芸員、大学の研究者
たちが、福井市美術館という場の力を借りながら、人と人、人とコトをつな
ぐ活動を展開させています。

第3回 福井市美術館を活用した
アートコミュニティの創造

講座番号

40の3

福井大学発教育・医学・工学・国際地域分野の最新情報

「第3回トランジスタとICを使った高性能なAMラジオを作ろう！」
【日時】11.23(土・祝) 13:30～17:00
【講師】庄司 英一(大学院工学研究科 准教授)
【会場】総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)
【定員】一般あるいは小学5年生以上の親子 8組
【受講料】2,000円
【申込期間】10.23(水) AM9:00～11.19(火)
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。本講座では、毎回、種類の異なるラジオの製作を行
います。とても風変わりで創造的なラジオを製作する場合もあります。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。本講座に参加することで、電子
工作がとても身近なものになることでしょう。シリーズ3回目はトランジスタと
ICを使った高性能なAMラジオを作ります。

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～

講座番号
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【日時】11.9(土) 13:00～16:00(第1回：講座番号32の1)
12.7(土) 13:00～16:00(第2回：講座番号32の2)

【講師】西村 保三(教育学部 教授)ほか
【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4年生以上 25名/回
【受講料】無料
【申込期間】10.9(水) AM9:00～11.5(火)(第1回)

11.7(木) AM9:00～12.3(火)(第2回)
「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してい
ます。数学好きな人はもちろん、「数学は難しい、どうして数学を学ぶのだ
ろうか」との思いを持っている方々にもぜひ参加していただきたいです。毎
回違うテーマで講座を行っており、今年は2回の講座を予定しています。

体験ふむふむ数学クラブ
講座番号

32
【日時】11月以降(計2回)(第1回：講座番号35の1)
【日時】11月以降(計2回)(第2回：講座番号35の2)
【講師】桑原 陽子(語学センター 准教授)ほか
【会場】未定
【定員】外国人に対する日本語教育に携わっている方 15名/回
【受講料】2,000円(第1回、第2回を通して)
【申込期間】未定
外国人に対する日本語教育の経験がある方を対象としています。外国人
に対する日本語教育についてもっと深く学びたい方、日本語の教え方のス
キルアップを目指す方のための講座です。詳細については後日HPに掲載
します。

日本語の教え方スキルアップ専門講座
講座番号

35

【日時】2.15(土) 13:00～15:00
【講師】田村 圭介(医学部 教授)ほか
【会場】福井大学講義棟(松岡キャンパス)
【定員】小学生～高校生 20名
【受講料】無料
【申込期間】1.15(水)頃～2.11(火・祝)頃
お申し込みはわくわく物理実験室特設ページで行ってください。
( http://wakuwaku.med.u-fukui.ac.jp )
今年度はこの実験教室をはじめてから１9年目となります。目で見て、さ
わって、作って、自然の不思議を体験してみませんか。理科の楽しさと驚き
を知ることができるでしょう。福井大学医学部の学生と先生が、たくさんの
実験を準備して、みなさんの参加を待っています。長く続いている実験教室
ですが、毎年新しい実験を考えています。

わくわく物理実験室
講座番号
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