
講座のお申込み方法

インターネットからの申込方法
 公開講座ホームページ（https://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/）にアクセスし、
ご希望の講座をお選びください（お申込み可能な講座は「受付中」と表示されています）。
各講座のページ内にある【この講座・イベントに申し込む】ボタンからお申込みください。
初めての方、利用者登録をされていない方は、【初めての方はこちら】ボタンから登録してください。
注) 「わくわく物理実験室」の受講申込は特設ホームページよりお願いします。 https://wakuwaku.med.u-fukui.ac.jp

 受講料が有料の場合は、申込期間中にご入金ください。納入・受領した時点で申込みが完了となります。

受講の注意点

★ 申込締切後に厳正な抽選のうえ､メールでお知らせします｡
★ 当選された方はメールに記載されている受講料をお支払い期日までにご入金ください。納入・受領した時点で申込みが完了となります。
★ 当選者以外の入室は、ご遠慮ください。

「先着」の記載がある講座のお申込み方法

「抽選」の記載がある講座のお申込み方法

郵送・FAXでの申込方法
 別紙の「福井大学 公開講座申込書」に必要事項をご記入の上､お申込みください。

FAXでお申込みの際は、受信確認のため､お手数ですが地域創生推進本部まで電話でご連絡をお願いします。

講座の詳しい内容は、ホームページに掲載中。
『福井大学公開講座』で検索！

インターネットからのお申込みに限ります。上記、インターネットからの申込方法をご参照のうえ、お申込みください。

銀行振込
・福井銀行またはゆうちょ銀行にお振込ください。
・振込手数料は受講者負担です｡
・銀行振込の場合､領収書の発行はいたしません。

■福井銀行
振込先：福井銀行 本店営業部
口座種別：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

■ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合

支店名等：〇七九（ゼロナナキュウ）店
口座種別：当座預金
口座記号番号：００７４０－６-１０２１０１
口座名義：フクイダイガクコウカイコウザ

他の金融機関からゆうちょ口座へ振込する場合
支店名等：〇七九（ゼロナナキュウ）店
口座種別：当座預金
口座番号：０１０２１０１
口座名義：フクイダイガクコウカイコウザ

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

【新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う対応】 今後の新型コロナウイルスの影響によりましては、講座開催の延期または中止とする場合があります。
変更については、ホームページで随時お知らせします。お申込み受付後に延期、中止が決定した場合は追って連絡いたします。

オンライン講座の受講方法について

福井大学公開講座では、オンライン講座を開催しております。
オンライン講座は、インターネットで接続されたパソコンやスマートフォンなどを使い受講する講座です。
会場にお越しいただくことなく、ご自宅からご参加いただけます。

講義形式は、リアルタイム配信、またはオンデマンド配信の２種類となっています。

・リアルタイム配信
Web会議サービスの一つである「Zoom」を利用し、講師がリアルタイムで講義をする講座です。

・オンデマンド配信
録画した講師の動画を「YouTube」で配信する講座です。配信期間中は何度でもご視聴いただけます。

受講するためにご用意いただくもの

・パソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末
・インターネット環境（Wi-Fi環境など、高速通信が可能な状態でご参加ください）
・Zoomアプリ（リアルタイム配信のみ）

お申込みから受講までの流れ

オンライン講座について

1・2・3月号は3件のオンライン講座を予定しています（講座番号：24番、27番、13-2番）。
また、今後の新型コロナウイルス感染状況によって、対面形式の講座をオンラインに変更す
る場合があります。最新情報は公開講座のホームページで随時お知らせいたします。

公開講座HP

開講日当日

リアルタイム配信
メールでお送りした
ZoomのURLから、
またはID・パスコード
を入力して受講できま
す。開始時間の10分前
から入室いただけます。

オンデマンド配信
メールでお送りした
YouTubeのURLから
受講できます。

お申込み

公開講座ホームページ
からお申込みをお願い
いたします。

※オンライン講座では
電話、郵送、FAXの
お申込みは受け付け
しておりません。

受講に必要なURL、
ID・パスコード等の
情報を開催日の2日前
までにメールでお送
りします。

リアルタイム配信の
場合、Zoomアプリ
のインストールを
お願いいたします。

受講方法の詳細はこちらのページからご確認いただけます https://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/online/

開講までに

詳細はこちら

福 井 大 学

公 開 講 座

【講座について】
 申込み開始日時前の受講申込は受付できません｡
 講座によっては｢有料｣の場合があります｡右記の【有料講座について】をご確認くだ
さい｡

 実験･実習等を含む講座では傷害保険加入を本学負担にて行います｡
 開催日程等がやむを得ず変更になる場合があります｡予めご了承ください｡変更の
場合は事前に連絡いたします。

 受講票の発行は行いません｡地域創生推進本部からの特別な連絡がない限り､
受講受付完了となります｡

【キャンセルについて】
 インターネットからお申込みの場合は、ご自身でマイページの申込履歴からキャンセル
をお願いします。それ以外の方は、わかり次第､受付時間内に地域創生推進本部
まで必ずお知らせください｡

 当日の無断キャンセルはご遠慮ください。
【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､正面カーゲートを通過するための
手続きが必要となります｡正面にある守衛所にチラシまたは受講案内のメールを
ご提示いただき、公開講座受講者であることをお申し出ください｡
※「松岡キャンパス」で開催のわくわく物理実験室については特設サイトをご参照
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（HP、チラシ等）や記録のため､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｡

 予約なしでの当日参加は受付していません。
 受講後は、アンケートにご協力をお願いします。
【対面講座受講者の方へのお願い】
 県外にお住まいの方は、当該都道府県の移動に関する方針等に十分留意し、
ご対応をお願いします。

 必ずマスクを着用してください。
 来場時・再入場時は、場内に設置してある手指用消毒液のご利用をお願いします。
 感染防止のために主催者が決めた措置や指示を遵守してください。
＊次の方は参加をお控えください＊
 平熱を超える発熱がある。（おおむね 37.5 度以上）
 咳、のどの痛みなど風邪の症状がある。
 だるさ、息苦しさがある。
 嗅覚や味覚の異常がある。
 新型コロナウイルス感染の疑いまたは濃厚接触者に該当する。
（同居家族や身近な知人に感染が疑われている方がいる場合も含む）

【有料講座について】
 銀行振込または現金書留でお支払い期日までにご入金ください。
 当日の現金払いはお受けできません。
 お支払いが無い場合はキャンセル扱いとなります。
 自己都合による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｡
●大学側の都合により講座を中止する場合は、受講料を返金します。（申込時に
発生した手数料は、受講者の負担になります。）

１・２・３月

https://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/

詳細はホームページにて
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〒910-8507 福井市文京3-9-1
TEL：0776-27-8060（直通）
FAX：0776-27-8878
【受付時間】平日のみ 9:00～17:00
※電話でのお申込みは受け付けておりません

詳細はホームページをご覧ください
https://
chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/

福井大学 公開講座申込書（郵送・FAX用）
● 公開講座は、ホームページ・郵送・FAXのいずれかの方法でお申込みください。
● オンライン講座（オンデマンド、リアルタイム配信）および抽選の講座は、ホームページからの申し込みに限定
させていただきます。

FAXでお申し込みの際は、受信確認のため､地域創生推進本部まで電話でご連絡ください｡ （☎0776-27-8060）
なお、番号のおかけ間違えのないようお願いします。
講座番号は、各講座案内の左上に記載されている番号をご記入ください。
下記太枠内は必ずご記入ください。記入漏れがある場合は受付が出来ない場合がございます。
メールアドレス、電話番号は必ず明記してください。メールアドレスをお持ちでない方は、メールアドレス欄に「なし」とご記入ください。

※ 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｡

お問合せ／お申込み

講座番号
記入例

２４

講 座 名 囲碁入門

申込人数
名 名 名 １ 名

受講者
（代表者）

ふりがな

住 所

〒

氏名

電話番号
平日の日中に連絡が可能な電話番号

メール
アドレス 生年月日 西暦 年 月 日

職 業 □会社員 □公務員 □自営業 □会社役員 □自由業 □専業主婦（夫） □パート・アルバイト □団体職員 □無職 □その他
□学生 小学 ・ 中学 ・ 高校 ・ その他（ ） 年生

お申込み前に
必ずお読みください

お申込みは受講の注意点をお読みの上、同意できる場合に参加いた
だけます。同意の場合は□にチェックをお願いします。

□ 受講の注意点を確認しました

本講座をどのよ
うにお知りになり
ましたか？

□大学からのメール □公開講座HP □大学から郵送したチラシ □新聞記事
□知人・家族 □職場 □学校 □官公庁 □図書館 □公民館
□えち鉄掲示板 □病院 □福井ライフ・アカデミー □SNS
□その他（ ）

備 考
要望・連絡事項があればご記入ください。

同伴者

ふりがな 〒

□代表者と同じ
氏名

電話番号
平日の日中に連絡が可能な電話番号

□代表者と同じ 生年月日 西暦 年 月 日

お申込み前に
必ずお読みください

お申込みは受講の注意点をお読みの上、同意できる場合に参加いた
だけます。同意の場合は□にチェックをお願いします。

□ 受講の注意点を確認しました
メール
アドレス □代表者と同じ

職 業 □会社員 □公務員 □自営業 □会社役員 □自由業 □専業主婦（夫） □パート・アルバイト □団体職員 □無職 □その他
□学生 小学 ・ 中学 ・ 高校 ・ その他（ ） 年生

FAX：0776-27-8878 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

申 込 開 始 前 は
受付できません

工学部100周年記念ホールを
VRで体験してみよう

１月２２日（日）

①１０：００～１１：００ ②１１：３０～１２：３０

③１３：００～１４：００ ④１４：３０～１５：３０

※①～④は同じ内容です。お申込みは希望される時間帯の番号を
選択してください。

会場：文京キャンパス 工学系１号館３号棟 １階

１１５Ｍ講義室

講師：桃井 良尚／工学部 建築・都市環境工学科 准教授

西本 雅人／工学部 建築・都市環境工学科 准教授

対象：小学5年生以上

定員：各回 先着６組 ※1組3名まで可

申込期間：１２月２７日（火）AM９：００～１月１５日（日）

2023年12月に創立100周年を迎える工学部は、記念ホールを
建設予定です。ＶＲゴーグルを使ってホールの設計デザインと気流
シミュレーションを仮想空間で体験してみませんか？どんな建物
になるのか、みなさんにいち早くお披露目します！

講座番号 ２６ 無料

公開講座お知らせメールをお送りしています。ご希望の方は、
ホームページ内の「利用者登録」よりご登録ください。

福井ライフ・アカデミー連携 ラ

プラコップヘッドホンを作ってみよう！

１月28日（土）

①１０：００～１０：５０

②１１：００～１１：５０

※①、②は同じ内容です。お申込みは希望される時間帯の番号を
選択してください。

※キットは事前に配送します。

会場：オンライン講座（リアルタイム配信：Zoom）

講師：栗原 一嘉／教育学部 理数教育講座 教授

対象：小学1年生以上 ※小学１、２年生は保護者付添が必要

定員：各回 先着１０名

申込期間：１２月２８日（水）AM９：００～１月１５日（日）

プラコップヘッドホンは透明なプラスチック製コップでできた、
中身が見えるヘッドホンです。とても簡単な構造ですが、音質は
驚くほど良好です。作り方は簡単です。一緒に作ってみませんか。

講座番号 ２７ 無料

ラ

２０２２科学の広場

1月２２日（日）
① ９：４０～１１：２０
②１０：４０～１２：２０

※①、②は同じ内容です。お申込みは希望される時間帯の番号を
選択してください。

会場：文京キャンパス 総合研究棟Ⅰ ２階 ホワイエ

講師：淺原 雅浩／教育学部 理数教育講座 教授

西沢 徹 ／教育学部 理数教育講座 教授

対象：小学4年生以上

定員：各回 先着９名 ※付添2名まで可

申込期間：1２月２７日（火）AM９：００～1月１０日（火）

目で見て、さわって、作って、遊んで。みんなで学ぼう～おもしろ
科学実験！福井大学生が授業中に手づくりで準備してきた「科
学実験ブース」や「サイエンスショー」を体験して、科学の理解を
深めてみませんか。

無料

ラ

1月

ラ

２月・３月

頭が良くなる！？囲碁入門こうざ

１月1６日（月） 9:30～

2月14日（火） ２３：５９

会場：オンライン講座（オンデマンド配信：YouTube）

講師：髙橋 一朗／工学部 物質・生命化学科 准教授

対象：どなたでも

定員：なし

申込期間：１２月２６日（月）AM９：００～１月８日（日）

囲碁はルールがとてもやさしく親しみやすいゲームです。初めて

の方、小さなお子様でもだいじょうぶ、５つの基本ルールをわか

りやすく解説します。

講座番号 ２４ 無料

オンライン開催
講座番号 ２５

今日からきみも和算博士！
－江戸の算数・数学に挑戦！－

２月１２日(日） １０：００～１１：４５

会場：文京キャンパス 総合研究棟Ⅰ 13階 会議室

講師：風間 寛司／教育学部 教師教育講座 准教授

対象：小学4年生以上

定員：先着２５名

申込期間：１月２０日（金）AM９：００～２月５日（日）

江戸時代の日本の算数・数学 「和算」に挑戦しよう！

大学生のお兄さん•お姉さんと和算を楽しみましょう。やさしく教

えるので、算数が苦手な子でも大丈夫！

講座番号 ２８ 無料

ラ
わくわく物理実験室

２月１２日(日） １３：００～１５：００

会場：松岡キャンパス 医学部 講義棟2階 物理学実習室

講師：田村 圭介／医学部 生命物質科学 教授

対象：小学生から高校生まで

定員：先着20組 ※1組3名まで可

申込期間：１月２０日（金）から特設ホームページで受付開始

https://wakuwaku.med.u-fukui.ac.jp

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、みなさんの参加を待っています。今年で22年
目となります。

講座番号 １２－５ 無料

オンライン開催

「知らない」
をもっと楽しもう

ラ

第２回 統計・データサイエンスへの誘い

３月１８日(土） ９：３０～

3月31日（金） ２３：５９

会場：オンライン講座（オンデマンド配信：YouTube）

講師：藤田 亮介 ／医学部 医療統計学 教授

松本 智恵子／教育学部 理数教育講座 准教授

対象：高校生以上（一般の方も歓迎）

定員： なし

申込期間：２月２４日（金）AM９：００～３月1２日（日）

「統計・データサイエンス」について、座学とPCを用いた演習を通
して理解を深めてみませんか。身近な統計グラフ・平均や分散、
多変量データに関する分析手法を、初学者にも分かりやすく紹
介していきます。

講座番号 １３－２

ラ

無料

触れ聞かせの魅力
絵本が広がる、絵本で拡げる

３月３日(金）

①講演会 １８：３０～１９：３０

②ワークショップ １９：３０～２０：００
「世界はさわらないとわからない－“ユニバーサル”って何だろう－」

会場：文京キャンパス 総合図書館 １階 メディアコモンズ

講師：広瀬 浩二郎／国立民族学博物館 准教授

対象：どなたでも

定員：①先着３０名、②先着１６名
※②に参加希望の方は備考欄に「ワークショップ参加希望」

と記入してください。

なお、定員は先着16名ですが見学も可能です。

申込期間：２月13日（月）AM９：００～２月２６日（日）

想像力・創造力を拡げる『触れ聞かせ』をテーマに、著書『音にさわ
る』を事例として「さわる絵本」の可能性と意義をお話しいただき
ます。終了後、世界の楽器・玩具等にさわる体験型ワークショップ
を開催します。

共催：放送大学 福井学習センター

講座番号 ２９

ラ

無料

世界のバリアフリー児童図書展関連講演会＆ワークショップ オンライン開催
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