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地下鉄東山線「池下駅」下車、1番出口から北へ直進、徒歩15分リニモ・愛知環状鉄道「八草駅」下車、徒歩約10分もしくはシャトルバス約5分

名電高校

名電高校
〒464-8540 名古屋市千種区若水３-２-１２
TEL：052-721-0311

八草キャンパス
〒470-0392 豊田市八草町八千草1247
TEL：0565-48-8121（代）

地下鉄名城線「自由ヶ丘駅」下車、南へすぐ、「自由ヶ丘2」交差点前

自由ヶ丘キャンパス
〒464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘2丁目49-2
TEL 052-757-0810（代）

地下鉄名城線・東山線「本山駅」下車、4番出口すぐ

本山キャンパス
〒464-0807 名古屋市千種区東山通1-38-1
TEL：052-789-1381・1382

広小路通

都通1
交差点

愛知工業大学
附属中学校

愛知工業大学
名電高等学校

名古屋盲学校

地下鉄東山線

今池駅

池下駅

今池北
交差点

名電高東
交差点

池下北
交差点

池下
交差点

今池
交差点

北千種
三丁目
バス停

※構内への車の乗り入れはご遠慮ください。

※八草キャンパスを除き、駐車場のご用意がございませんので、公共交通機関をご利用ください。

特別講座特別講座
来年の幸運を先取りするM1

「地域防災研究センター」講座「地域防災研究センター」講座
Y1 地震防災の基礎

「創造と人間性」教養講座「創造と人間性」教養講座
M2

M3

能・狂言の世界への招待
現代韓国文化事情

M4 インドの仏教建築の歴史について（その2）

「ものづくり文化・手づくり」講座「ものづくり文化・手づくり」講座

「語学楽々」講座「語学楽々」講座

M16

M17

M18

M14

M15

英会話基礎講座
英会話応用講座
韓国語基礎［StepⅠ］講座
韓国語中級［StepⅡ］講座
韓国語応用［StepⅢ］講座

地域連携講座地域連携講座
M19

M20

愛知県日中友好協会中国語会話講座（中上級）
愛知県日中友好協会中国語会話講座（上級総合）

Y 八草キャンパス D 名電高校J 自由ヶ丘キャンパスM 本山キャンパス会場…

天文教室
J4 天文学入門

プログラミング体験教室
D1 はじめてのスクラッチ

科学おもしろ教室
Y6 音の共鳴を利用したおもちゃ『じーじーゼミ』を作ろう

Y7 ペットボトルで、転がすと戻ってくる戻り車を作ろう

特 別 講 座

石見一ノ宮物部神社  神職

詳しくは中面をご覧ください。 詳しくは中面をご覧ください。

ドクターコパ

M1 Y1 地震防災の基礎来年の幸運を先取りする
愛知工業大学
客員教授

横田 　崇
愛知工業大学  地域防災研究センター長

正木 和明
愛知工業大学  地域防災研究センター  客員教授

倉橋　 奨
愛知工業大学  地域防災研究センター講師

講師

受講料
無料
受講料
無料

M8

M9

M10

M11

M12

M6

初歩からのデッサン教室（午後）
木版画講座

篆刻講座
M13 新しい折り紙デザインの世界

水墨画入門講座
書道講座

Y5 木工講座
玉屋庄兵衛「からくり人形」講座

M7 初歩からのデッサン教室（午前）

Y4

J2

J3

「生活を楽しむ技術」講座「生活を楽しむ技術」講座

レンズを通して視る生活

Y3 眼ヂカラアップ体験講座
東洋医学講座
現代的養生術ノススメ

「人と町の地域学」講座「人と町の地域学」講座

「人と自然」講座「人と自然」講座
J1 星へのいざない

NEW

科学ものづくり教室
M21 はじけッ! ガウスシューター!!

M22 THE ELECORD

夏休み特別教室
Y9 明るくなるとICオルゴールが鳴る、目覚まし装置をつくろう

Y10 振動をキャッチして発光ダイオードが点滅し、
警報ブザーが鳴る装置をつくろう

Y11 センサーでCGを動かそう!

Y12 マイナス196℃の世界を見てみよう!

自然観察教室
Y8 湿地の植物と昆虫の観察 NEW

M5

Y2

連句発祥地・名古屋の連句
古民家再生のための活動講座

2017年8月～2018年3月
少 年 少 女 の た め の 講 座

2017年度
秋季講座
受付開始!

開講期間

地域防災研究センター講座地域防災研究センター講座



韓　三澤 KR2経営研究所所長

金　慶美 心理学博士

講師

現代韓国文化事情
定員40名申込締切日 ： 12月1日（金）

韓国で生まれ育ち20年、来日から27年という日韓両国の実生活体験の経歴
をもつ講師が、幅広い分野から韓国の最新ニュースやホットな話題を取り上
げ、ニュースだけでは伝わらない文化的・歴史的観点で「なるほど!」を連発さ
せる楽しさいっぱいの講座です。

■開講日/ ①平成30年1月15日（月）　②1月22日（月）　③1月29日（月）
■時　間/13：00～14：30
■受講料/3,000円
■対　象/韓国の生きた文化に興味のある方
■持ち物/筆記用具

M3

野々垣 篤 愛知工業大学　工学部　建築学科　准教授講師

インドの仏教建築の歴史について（その2）
－ 仏教石窟寺院の特徴について －

定員50名申込締切日 ： 11月1日（水）

仏教発祥の地であるインドの仏教建築の歴史において、仏教石窟寺院は最
も重要な遺構です。それらの写真資料を多く紹介し、歴史的な位置づけの
みならず、その建築造形的な特徴と面白さについてお話いたします。

■開講日/ 12月16日（土）
■時　間/10：30～12：00
■受講料/1,000円

M4

本 山 キャンパス本 山 キャンパス

■テキスト　「なごやと能・狂言」 1,400円（税込）
ISBN：978-4-8331-0623-8

林　和利 能狂言研究家講師

能・狂言の世界への招待
定員45名申込締切日 ： 1月9日（火）

能・狂言の名作を選び、あらすじと見どころのポイントをわかりやすく解説
し、本文を読解したうえ、映像で鑑賞していただきます。最新の学説や講師
独自の新しい説も紹介します。

■開講日/ ①平成30年2月  2日（金） ②2月  9日（金）　
 ③2月16日（金） ④2月23日（金）
■時　間/19：00～20：30　
■受講料/4,500円
■持ち物/筆記用具

M2

佐藤 能成 書道研究家講師

書道講座
定員15名申込締切日 ： 12月1日（金）

初心者から上級者まですべての方にわかりやすく説明、書の基本から最後
は自分自身の作品創りまで丁寧に教えます。一緒に楽しく勉強しましょう。

■開講日/ ①平成30年1月27日（土） ②2月  3日（土）
 ③2月17日（土） ④2月24日（土）
 ⑤3月  3日（土） ⑥3月10日（土）
■時　間/16：00～17：30　
■受講料/7,000円
■持ち物/書道用具（中筆・小筆・硯・文鎮・下敷）無い方はお貸しします

M11

佐藤 能成 篆刻研究家講師

篆刻講座
定員15名申込締切日 ： 12月1日（金）

初心者・中級者・上級者すべての人に実技中心で、漢字・ローマ字・象形文
字・トンパ文字・絵等、好きな印を彫ってもらいます。道具はこちらで用意し
ますので一緒に楽しみましょう。絵手紙の印にも使えます。

■開講日/ ①平成30年1月27日（土） ②2月  3日（土）
 ③2月17日（土） ④2月24日（土）
 ⑤3月  3日（土） ⑥3月10日（土）
■時　間/18:00～19:30　
■受講料/7,000円

M12

岩塚 さおり 愛知工業大学　非常勤講師講師

英会話基礎講座
定員30名申込締切日 ： 8月1日（火）

身近なトピックを取り上げ、単語、熟語を学習しながら、やさしい英語表現
で話すことを目的としています。DVD教材も使用し、異文化理解を深めた
いと思います。中学生程度の文法を使って英会話を楽しみましょう。

■開講日/ ①  9月21日（木） ②  9月28日（木）
 ③10月  5日（木） ④10月12日（木）　
 ⑤10月19日（木） ⑥10月26日（木）
 ⑦11月  2日（木） ⑧11月  9日（木）　
 ⑨11月16日（木） ⑩11月30日（木）
■時　間/13：15～14：45　
■受講料/10,000円
■持ち物/英和・和英辞典（電子辞書をお勧めします）

M14

■テキスト　World Link Third Edition〈Intro〉 2,600円（税込）
ISBN：978-1-3056-4774-9

岩塚 さおり 愛知工業大学　非常勤講師講師

英会話応用講座
定員30名申込締切日 ： 8月1日（火）

海外留学した気持ちになって、英語を学びながら異文化理解を深めていき
ましょう。また、中学校3年生で学習する程度の文法を使って英会話を楽し
みましょう。さらに、実用的な英語表現も数多く学習しましょう。

■開講日/ ①  9月21日（木） ②  9月28日（木）　
 ③10月  5日（木） ④10月12日（木）　
 ⑤10月19日（木） ⑥10月26日（木）
 ⑦11月  2日（木） ⑧11月  9日（木）　
 ⑨11月16日（木） ⑩11月30日（木）
■時　間/15：00～16：30　
■受講料/10,000円
■持ち物/英和・和英辞典（電子辞書をお勧めします）

M15

■テキスト　World Link Third Edition〈Level1〉 2,600円（税込）
ISBN：978-1-3056-5078-7

1.水墨画の歴史と特徴　2.水墨画の用具と材料　3.用紙の種類と特徴　
4.水墨画の運筆手法・表現手法　5.身近な静物を描く　6.風景を描く　
7.作品を作る

■開講日/ ①10月20日（金） ②10月27日（金）　
 ③11月10日（金） ④11月17日（金）　
 ⑤11月24日（金） ⑥12月  1日（金）
■時　間/13：30～15：00　
■受講料/7,000円
■対　象/水墨画の初心者

※入門講座修了者には応用描写を指導します
■持ち物/墨・硯（墨汁でも可）・筆・下敷・皿・文鎮・筆洗器・布巾

ティッシュペーパー（最初は書道用具可）

M10

若山　茂 東美会会員 ・ 日本水墨画美術協会会員講師

水墨画入門講座
－ 墨に五彩あり －

定員15名申込締切日 ： 9月1日（金）

杉山 壽子 桃雅会代表・愛知県連句協会会長

宮川 尚子 日本連句協会理事・愛知県連句協会理事・川柳  ねじまき句会

講師

連句発祥地・名古屋の連句
定員30名申込締切日 ： 9月1日（金）

■開講日/ ①10月18日（水）　②11月15日（水）　③12月  6日（水）
■時　間/10：20～11：50
■受講料/3,000円
■持ち物/筆記用具

「連句・俳句季語辞典」※お持ちであればご持参ください

M5

名古屋が連句発祥地であることをご存知でしょうか。連句から川柳、俳句は
独立した文芸です。芭蕉と名古屋連衆と巻いた『冬の日』の表六句は、名古
屋のテレビ塔下にその記念碑があります。身分、職業、性別、年齢に関係な
く個人の歴史、夢を分ち合い共有し合う文芸です。皆さんと一座し、言葉を
つむぎましょう。

九代 玉屋庄兵衛 尾陽木偶師

横井 　誠 愛知山車祭研究会会員

講師

玉屋庄兵衛「からくり人形」講座
定員5名申込締切日 ： 9月1日（金）

■開講日/ ①10月  3日（火） ②10月10日（火）　
 ③10月17日（火） ④10月24日（火）
■時　間/13：00～16：30
■受講料/10,000円
■持ち物/筆記用具・作業しやすい服装

M6

無垢の木を使い、手工具（鉋・鋸・彫刻刀・印刀等）を用いて2分の1サイズの
からくり人形（ざいふり人形）を製作します。

鳥居 一平 愛知工業大学　情報科学部　情報科学科　教授講師

初歩からのデッサン教室（午前）
定員40名申込締切日 ： 2月1日（木）

デッサンはすべての絵画の基本です。初心者の方から、描画力を養いたい
方にぴったりの講座です。全国の美大に200人以上合格させてきた指導者
が絵の描き方からものの見方までを、わかりやすく指導します。子どもさん
（小学校3年生以上）も受講できます。

■開講日/ ①平成30年3月  3日（土）　②3月10日（土）　③3月17日（土）
■時　間/10：30～12：00
■受講料/3,300円
■対象/小学3年生以上
■持ち物/鉛筆H～4Bまで（STAEDTLERと三菱uniの2種類がお勧めです）

練り消しゴム・カッターナイフ

M7

鳥居 一平 愛知工業大学　情報科学部　情報科学科  教授講師

デッサンはすべての絵画の基本です。初心者の方から、描画力を養いたい
方にぴったりの講座です。全国の美大に200人以上合格させてきた指導者
が絵の描き方からものの見方までを、わかりやすく指導します。子どもさん
（小学校3年生以上）も受講できます。

■開講日/ ①平成30年3月  3日（土）　②3月10日（土）　③3月17日（土）
■時　間/13：30～15：00
■受講料/3,300円
■対象/小学3年生以上
■持ち物/鉛筆H～4Bまで（STAEDTLERと三菱uniの2種類がお勧めです）

練り消しゴム・カッターナイフ

初歩からのデッサン教室（午後）
定員40名申込締切日 ： 2月1日（木）

M8

大澤 啓三 自由美術協会会員 ・ 水彩協会委員講師

誰にでもできる木版画講座です。「下絵をつくる・版を彫る・紙に刷る」とい
う三つの過程をとおして『色刷り年賀版画』を制作しませんか。きっと版画
独自の味を楽しむことができます。

■開講日/ ①10月  4日（水） ②10月11日（水）　
 ③10月18日（水） ④10月25日（水）　
 ⑤11月  1日（水） ⑥11月15日（水）
 ⑦11月29日（水） ⑧12月  6日（水）
■時　間/10：30～12：00
■受講料/10,000円
■持ち物/木版画用彫刻刀

木版画講座
定員35名申込締切日 ： 9月1日（金）

M9

ドクターコパ　小林 祥晃
愛知工業大学客員教授・石見一ノ宮物部神社 神職

講師

定員80名申込締切日 ： 9月1日（金）

2018年の運気はこの秋から動き始めています。来年を幸せに過ごすため
の準備にとりかかりましょう。2018年はどんな年になるのか、来年のラッ
キーカラーやラッキーフード、開運アクションをふまえ、秋冬にやっておくべ
き風水術をお知らせします。

M1

■開講日/ ①10月13日（金）　②11月17日（金）　③12月  8日（金）
■時　間/17：00～18：30
■受講料/3,000円
■持ち物/ノート・筆記用具

来年の幸運を先取りする

宮本 好信 愛知工業大学　工学部　建築学科　教授講師

新しい折り紙
デザインの世界

定員15名申込締切日 ： 9月1日（金）

数理科学を応用した新しい折り紙デザインを紹介します。一枚の紙に切れ
目を入れて折るだけで、さまざまな立体造形をつくることができます。立体
造形をつくりながら原理と方法を理解するワークショップ形式の体験講座
です。

■開講日/ 10月28日（土）
■時　間/10：00～12：30
■受講料/1,500円
■対　象/ペーパークラフトなどデザインに関心のある方
■持ち物/紙工作用具（カッターナイフ・ハサミ・カッティングマット・

ステンレス定規）・筆記用具

M13 NEW



正木 和明 愛知工業大学　地域防災研究センター　客員教授

倉橋　 奨 愛知工業大学　地域防災研究センター講師

横田　 崇 愛知工業大学　地域防災研究センター長

講師

地震防災の基礎
定員60名申込締切日 ： 9月1日（金）

自然災害はいつも姿を変え、突然我々に襲いかかってきます。日本や外国で
現在も数えきれない災害が毎年発生しています。その中から地震災害の事
例をもとに、地震防災の基礎について学習します。

■開講日/ ①10月14日（土）　②11月18日（土）　③12月16日（土）
■時　間/10：30～12：00　
■受講料/無料

Y1

崔　紅葉 NPO　愛知県日本中国友好協会　中国語講師講師

愛知県日中友好協会
中国語会話講座（上級総合）

定員10名申込締切日 ： 8月1日（火）

「聴・説・読・写」中国語について総合的に学習します。気軽に楽しく…が更な
る上達の秘訣です。

■開講日/ ①  9月28日（木） ②10月  5日（木）　
 ③10月12日（木） ④10月19日（木）
 ⑤10月26日（木） ⑥11月  2日（木）　
 ⑦11月  9日（木） ⑧11月16日（木）
 ⑨11月30日（木） ⑩12月  7日（木）　
 ⑪12月14日（木） ⑫12月21日（木）
 ⑬平成30年1月11日（木） ⑭  1月18日（木）　
 ⑮  1月25日（木） ⑯  2月  8日（木）　
 ⑰  2月15日（木） ⑱  2月22日（木）
■時　間/10：40～12：10　
■受講料/27,000円（テキスト代別）
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■講座内容のお問い合わせ/ （NPO）愛知県日本中国友好協会
 TEL.052-799-8080

後藤 聡子 中和医療専門学校　講師 ・ 順法庵　空主宰講師

現代的養生術ノススメ
－ 香リノ妙（ミョウ） －

定員50名申込締切日 ： 10月2日（月）

香りの世界は無限です。香りから色を感じ、味を知り、記憶さえも目覚めます。
香りが脳の感覚野を刺激するからです。私たちを癒す香りの妙に触れてみ
たいと思います。
1.自然界に存在するもの。動植物の香りに触れる　
2.誰かのために香りをつくろう

■開講日/ ①11月16日（木） ②11月30日（木）
■時　間/15：30～17：00
■受講料/2,000円

J3

瀬古 繁喜 愛知工業大学　工学部　建築学科　教授

竹谷 自由里 左官業

講師

古民家再生のための活動講座
－ 左官作業を体験してみる －

定員15名申込締切日 ： 11月1日（水）

古民家を改修するとき、自宅を改装してみようとするとき、壁の漆喰や聚楽
を自分で塗れると楽しそうですね。左官の技術は難しそうですが、一度体験
してみてはいかがでしょうか？鏝の使い方の説明、実際に塗ってみる体験を
行います。

■開講日/ 12月  2日（土）
■時　間/10:00～12:00　
■受講料/3,000円
■持ち物/材料・道具は準備いたします

汚れても大丈夫な服装でお越しください

Y2

石垣 尚男 愛知工業大学　客員教授講師

眼ヂカラアップ体験講座
定員30名申込締切日 ： 10月2日（月）

見るチカラのことを眼ヂカラと呼びます。本を読んだり、車の運転でも眼ヂ
カラが関係しています。この講座では座学だけでなく、研究室で眼ヂカラ
の体験や測定を実習形式で行います。ご自身の能力を数字として知ること
ができる楽しい講座です。

■開講日/ ①11月  7日（火）　②11月14日（火）　③11月21日（火）
■時　間/14：40～16：10　
■受講料/3,000円

Y3

加藤 慎一 写真家講師

レンズを通して視る生活
定員20名申込締切日 ： 9月1日（金）

写真を手軽に楽しみたい方、また、真剣に学ばれたい方、ニューヨーク大学
大学院写真学科卒の講師と一緒に、楽しい写真の時間を共有してみません
か?!ちょっとしたヒントとテクニックをこの講座で学び、自分らしい写真生
活をENJOYしてみましょう。
1.基礎写真学　2.写真の視点　3.各個人写真の視点の発見
4.デジタル写真論　5.作品のクリニック

■開講日/ ①10月20日（金） ②10月27日（金）　
 ③11月10日（金） ④11月17日（金）
 ⑤11月24日（金）
■時　間/10：30～12：00　
■受講料/5,000円
■持ち物/筆記用具・カメラ

Y4

横井 　誠 愛知工業大学　非常勤講師

岡島 宣雄 愛知工業大学　みらい工房技術員

講師

木工講座
－ からくり玩具作り －

定員10名申込締切日 ： 9月1日（金）

木工技術の基本「鋸・鉋・罫引」など、手道具を実践しながら使い方を習得し
ます。作品には小さなからくり玩具、絵が瞬時に変わる「かわり屏風」、変幻
自在な動きをする管人形の「弁慶人形」や猫が動くとねずみが出たり隠れ
たりする「猫とねずみ」を予定しています。

■開講日/ ①10月11日（水） ②10月18日（水）　
 ③10月25日（水） ④11月  1日（水）
■時　間/13：00～16：00　
■受講料/7,000円　
■持ち物/鉛筆・消しゴム・作業しやすい服装・持ち帰り用袋

Y5

浅田 英夫 天文研究家講師

星へのいざない
定員50名申込締切日 ： 8月1日（火）

私たちはなぜ星空を眺めるのでしょう?私たちはどんなときに星を眺める
のでしょう?それは宇宙に私たちの生命のルーツが隠されているからでしょ
う。だからこそ星空を眺め宇宙の雄大さを感じ、宇宙の中の自分探しの旅
に出かけましょう。
1.暦の中の宇宙 ～カレンダーの誕生～ 
2.宇宙とは? ～宇宙観の変遷～ 
3.宇宙人はいるか? ～地球外生命探査～ 
4.ふたご座流星群を見よう ～流星と彗星の謎～

■開講日/ ①  9月30日（土） ②10月14日（土）　
 ③11月18日（土） ④12月  9日（土）
■時　間/13：30～15：00
■受講料/4,500円

J1

後藤 聡子 中和医療専門学校　講師 ・ 順法庵　空主宰講師

東洋医学講座
－ いのちのみちすじ① －

定員50名申込締切日 ： 9月1日（金）

私たちを活かし動かす源泉、それは「気」です。気は見えざるいのちのみち
すじを、とうとうと流れてゆきます。流れてそしてこころもからだも浄化しま
す。気の流れを少し見てみましょう。
1.ゆっくり呼吸をしてみよう　
2.おなかのSOSはどこにでる?　
3.からだのつぼを整えよう

■開講日/ ①10月  5日（木）　②10月19日（木）　③11月  2日（木）
■時　間/15：30～17：00
■受講料/3,000円
■持ち物/動きやすい服装でお越しください

J2

自由ヶ丘 キャンパス自由ヶ丘 キャンパス

斉　長青 NPO　愛知県日本中国友好協会　中国語講師講師

愛知県日中友好協会
中国語会話講座（中上級）

定員10名申込締切日 ： 8月1日（火）

中国語で授業を進めます。関心のあるニュースや身近な日常を話題にしな
がら、もっと聞ける、もっと話せる力がついてきます!

■開講日/ ①  9月29日（金） ②10月13日（金）　
 ③10月20日（金） ④10月27日（金）　
 ⑤11月10日（金） ⑥11月17日（金）　
 ⑦11月24日（金） ⑧12月  1日（金）
 ⑨12月  8日（金） ⑩12月15日（金）　
 ⑪12月22日（金） ⑫平成30年1月12日（金）
 ⑬  1月19日（金） ⑭  1月26日（金）　
 ⑮  2月  2日（金） ⑯  2月  9日（金）
 ⑰  2月16日（金） ⑱  2月23日（金）
■時　間/10：40～12：10　
■受講料/27,000円（テキスト代別）
■対　象/中国語検定3級レベル以上の方
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■講座内容のお問い合わせ/ （NPO）愛知県日本中国友好協会
 TEL.052-799-8080

韓　三澤 KR2経営研究所所長

金　慶美 心理学博士

講師

韓国語基礎[StepⅠ]講座
定員40名申込締切日 ： 9月1日（金）

StepⅠは、実践会話として確実に使える講座です。ハングルを少し習ったけ
れど自信がない方が対象。全く初めての方なら春季からの受講をお勧めし
ます。

■開講日/ ①10月  2日（月） ②10月16日（月）　
 ③10月23日（月） ④10月30日（月）　
 ⑤11月  6日（月） ⑥11月20日（月）
 ⑦11月27日（月） ⑧12月  4日（月）　
 ⑨12月11日（月） ⑩12月18日（月）
■時　間/10：20～11：50　
■受講料/11,000円
■対　象/基礎的な読み書きができる方　
■持ち物/筆記用具

M16

■開講日/ ①10月  2日（月） ②10月16日（月）　
 ③10月23日（月） ④10月30日（月）　
 ⑤11月  6日（月） ⑥11月20日（月）
 ⑦11月27日（月） ⑧12月  4日（月）　
 ⑨12月11日（月） ⑩12月18日（月）
■時　間/13：00～14：30　
■受講料/11,000円
■対　象/ハングルの読み書き・基礎会話ができるレベルの方
■持ち物/筆記用具

韓　三澤 KR2経営研究所所長

金　慶美 心理学博士

講師

韓国語中級[StepⅡ]講座
定員40名申込締切日 ： 9月1日（金）

StepⅡは、ドラマ、音楽の聞き取りや現地で実践会話として使えそうな会話
表現満載。「話す・聴く・書く」そして「なるほど」が連発のイキイキワクワクの
元気が出る講座です。
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■開講日/ ①10月  2日（月） ②10月16日（月）　
 ③10月23日（月） ④10月30日（月）
 ⑤11月  6日（月） ⑥11月20日（月）　
 ⑦11月27日（月） ⑧12月  4日（月）
 ⑨12月11日（月） ⑩12月18日（月）
■時　間/14：40～16：10　
■受講料/11,000円
■対　象/実力、総合能力を高めたい方　
■持ち物/筆記用具

韓　三澤 KR2経営研究所所長

金　慶美 心理学博士

講師

韓国語応用[StepⅢ]講座
定員40名申込締切日 ： 9月1日（金）

StepⅢは、「話す・聴く・書く・納得する」の総合能力をより高め、充実感溢れる
楽しい講座です。
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受 講 の ご 案 内
・ 受講について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・受講の際は、受講証をご持参ください。
 代理の方やお子様連れの受講はご遠慮くださいますようお願いします。
 ただし、「少年少女のための講座」は保護者が1名付き添いできます。

・ 受講料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・受講料には材料費、資料代等を含みます。
 別途テキスト代が必要な講座があります。受講料は通し料金です。

・ 受講料などの支払いについて・・・受講料は初回出席時にご用意ください。テキストをお持ちでない場合は、
 受講料の支払時に購入することができます。

・ 講座の中止について・・・・・・・・・・・・・定員に満たない場合など、やむを得ない事情により講座の開講を
　　　　　　　　　　　　　　　中止することがあります。

・ 災害などによる日程変更について・・・災害などにより、やむを得ず休講となる場合は補講を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　休講の際は、届け出いただいた連絡先にご連絡します。

・ 受講のキャンセルについて・・・・・キャンセルはご遠慮願います。ただし、やむを得ない事情で
　　　　　　　　　　　　　　　キャンセルする場合は、ご連絡ください。

・ 個人情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・申込みにより収集した個人情報は、オープンカレッジ以外には使用しません。

FAX・はがきまたはE-mailによる申込み2
①氏名（ふりがな） ②郵便番号・住所 ③電話番号（緊急時の連絡先を記入してください）
④希望講座（複数可） ⑤駐車場使用の有無（八草キャンパス会場の場合に限ります）
をご記入の上、下記申込先までお申込みください。

オープンカレッジ申込フォームからお申込みください。

愛工大  オープンカレッジ 検索

ホームページから申込み1

ホームページまたは下記の方法によりお申込みください。お申込み方法

申込締切

※申込多数の場合は抽選となります。
　各講座申込締切後、受講証等をお送りします。

申込締切日は
講座ごとに異なります。

お問合せ・お申込み先

〒470-0392 豊田市八草町八千草1247
TEL.0565-48-8121（代表） FAX.0565-43-1335
E-mail  aki-opc@aitech.ac.jp

愛知工業大学  エクステンションセンター

本 山 キャンパス本 山 キャンパス

自由ヶ丘 キャンパス自由ヶ丘 キャンパス

浅田 英夫 天文研究家講師

天文学入門
定員30名申込締切日 ： 8月1日（火）

宇宙には不思議なことがいっぱい。カレンダーはいつできたのか?宇宙
ってどうなっているの?宇宙人はいるの?流れ星ってどうなっているの?
そんな宇宙の不思議をみんなで考えましょう。

■開講日/ ①  9月30日（土） ②10月14日（土）　
 ③11月18日（土） ④12月  9日（土）
■時　間/10：20～11：50　■受講料/4,500円　
■対　象/小学4年生～中学生

J4

佐伯 平二 愛知工業大学　客員教授

中野 寛之 愛知工業大学　工学部　電気学科　准教授

橋本 　将 科学ものづくり教室　講師

古川 大樹 科学ものづくり教室　講師

前田 慎太朗 科学ものづくり教室　講師

講師

磁力で球が超加速!?ガウスシューターを使って、スマートボールゲーム
に挑戦だ!磁石を使ったガウス加速器から、エネルギー保存の法則につ
いて学びます。

■開講日/ 12月  2日（土）　
■時　間/10：00～12：30　■受講料/2,500円　
■対　象/小学4年生～中学生

はじけッ!ガウスシューター!!
定員20名申込締切日 ： 11月1日（水）
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中野 寛之 愛知工業大学　工学部　電気学科　准教授

佐伯 平二 愛知工業大学　客員教授

上田 愛莉 科学ものづくり教室　講師

白谷 靖明 科学ものづくり教室　講師

中谷 将大 科学ものづくり教室　講師

講師

円盤の模様に光センサを当てて音階を奏でよう!
“電気＋レコード＝THE ELECORD（ザ・エレコード）"光センサの仕組みに
ついて学びます。

■開講日/ 12月16日（土）　
■時　間/13：30～16：00　■受講料/2,500円　
■対　象/小学4年生～中学生

THE ELECORD
ー ザ・エレコード ー

定員20名申込締切日 ： 11月1日（水）
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©光プロ ©光プロ
少 年 少 女 の た め の 講 座

森　昌弘 愛知工業大学　客員教授

大鐘　亮 愛知工業大学　基礎教育センター技術職員

講師

音の共鳴を利用したおもちゃ
『じーじーゼミ』を作ろう

定員20名申込締切日 ： 8月1日（火）

音の性質を学び、共鳴現象を使ったおもちゃ『じーじーゼミ』を作ろう。
音は空気の振動であり、楽器のほとんどは音の共鳴現象を利用している
ことを観察してみよう。紙のつつを利用したおもちゃ『じーじーゼミ』を
作り、鳴かせよう。

■開講日/ 9月30日（土）　
■時　間/10：30～12：00　■受講料/2,000円
■対　象/小学3年生～6年生

Y6

八 草 キャンパス八 草 キャンパス

森　昌弘 愛知工業大学　客員教授

大鐘　亮 愛知工業大学　基礎教育センター技術職員

講師

ペットボトルで、転がすと
戻ってくる戻り車を作ろう

定員20名申込締切日 ： 2月1日（木）

力と運動について学び、運動のエネルギーをゴムのねじれエネルギーと
して貯め、貯めたエネルギーを運動エネルギーに戻すおもちゃ『戻り車』
を作ろう。ペットボトルと輪ゴムと重りで作ります。時間があればゴムのね
じれエネルギーで動く『糸巻き車』も作ります。

■開講日/ 平成30年 3月17日（土）　
■時　間/10：30～12：00　■受講料/2,000円
■対　象/小学3年生～6年生　■持ち物/350mlの空のペットボトル1個

Y7

内田 臣一 愛知工業大学　工学部　土木工学科　教授講師

湿地の植物と昆虫の観察
定員20名申込締切日 ： 8月1日（火）

愛知工業大学八草キャンパス構内とその周辺の湿地で、シラタマホシク
サ、トウカイコモウセンゴケ（食虫植物）など珍しい植物を観察し、ヒメタ
イコウチ、ハッチョウトンボなどの昆虫を捕まえて観察します。

■開講日/ 8月22日（火）
■時　間/10：30～12：00　■受講料/1,000円
■対　象/小・中学生（小学生は保護者同伴でご参加ください）
■持ち物/長靴・汚れた場合の着替え・飲み物・タオル

Y8 NEW

佐伯 平二 愛知工業大学　客員教授

中野 寛之 愛知工業大学　工学部　電気学科　准教授

講師

振動をキャッチして発光ダイオードが点滅し、
警報ブザーが鳴る装置をつくろう

定員50名申込締切日 ： 8月1日（火）

トランジスタ・サイリスタ・抵抗・電子ブザー・LEDなどの電子部品をブ
レッドボードに組み込みます。振動をとらえると、電子センサーが働いて
LEDが点滅し、警報ブザーが鳴る装置を作ります。

■開講日/ 8月23日（水）
■時　間/13：30～15：00　■受講料/2,500円
■対　象/小学4年生～6年生　■持ち物/筆記用具

Y10

中野 寛之 愛知工業大学　工学部　電気学科　准教授

佐伯 平二 愛知工業大学　客員教授

講師

明るくなるとICオルゴールが鳴る、
目覚まし装置をつくろう

定員50名申込締切日 ： 8月1日（火）

トランジスタ・CdS・抵抗・ICオルゴールなどの電子部品をブレッドボード
に組み込みます。朝になると、電子センサーが働いてICオルゴールが鳴り
だす装置をつくります。

■開講日/ 8月23日（水）
■時　間/10：00～11：30　■受講料/2,500円
■対　象/小学1年生～3年生（保護者同伴でご参加ください）
■持ち物/筆記用具

Y9

水野 慎士 愛知工業大学　情報科学部　情報科学科　教授講師

センサーでCGを動かそう!
定員20名申込締切日 ： 8月1日（火）

ゲームやメディアアートでは、センサーで人の動き、光、音などを検出
して、その結果を使ってCGを動かしたり色を変えたり変形させたりし
ています。この講座では簡単なプログラミングを行なって、実際にセン
サーを使ってCGに様々な変化を与えることを体験します。

■開講日/ 8月24日（木）
■時　間/13：30～15：30　■受講料/2,000円　
■対　象/小学生3年生～中学生　■持ち物/筆記用具

Y11

森　昌弘 愛知工業大学　客員教授

大鐘　亮 愛知工業大学　基礎教育センター技術職員

講師

マイナス196℃の世界を
見てみよう!

定員30名申込締切日 ： 8月1日（火）

まず『驚く』から『何故だろう?』という好奇心を持つことが科学の第一歩
です。室温とマイナス196℃での物質の性質の変化をテーマに、「空気
を入れた風船は－196℃で…」から超電導までを自分の目で見て体験し
てみよう。

■開講日/ 8月25日（金）　
■時　間/13：30～15：00　■受講料/2,000円
■対　象/小学3年生～6年生　■持ち物/筆記用具

Y12

名 電 高 校名 電 高 校

辰巳 良美 愛知工業大学名電高等学校　非常勤講師講師

はじめてのスクラッチ
定員25名申込締切日 ： 8月1日（火）

小学生だって簡単にできる!MITが開発した教育用プログラミング言語
「スクラッチ」は、ブロックを組み合わせて動かすことで、視覚的にプログ
ラミングが学べます。楽しくゲームを作りながら、プログラミングの仕組
みや考え方を学びましょう。

■開講日/ 8月29日（火）
■時　間/10：00～11：30　■受講料/1,000円
■対　象/小学4年生～6年生　■持ち物/筆記用具

D1

※今年4月に開催した講座と同じ内容となります


