
本山
キャンパス

〒464-0807
名古屋市千種区東山通

1-38-1

地下鉄名城線・東山線「本山駅」下車
4番出口すぐ

※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。

「防　　災」

講　師

日本および世界の地震、津波、火山、台風等
の災害事例から、その発生メカニズムや特
徴等を学び、これら災害から生命を守るに
はどうすればいいのかを考えます。そして、
これらに関する防災情報の内容と活用の仕
方等について学びます。

定員60名申込締切日 ： 9月2日（月）

自然災害と防災情報の
今を知る

申込締切日は講座ごとに異なります。
各講座申込締切後、銀行振込用紙および受講証を郵送します。http://www.ait.ac.jp/career/ext-center/ホームページ

から
お申込ください

申込締切

お問合せ 愛知工業大学　エクステンションセンター
〒470-0392　豊田市八草町八千草1247　TEL.0565-48-8121（代表）AITカレッジ講座

お申込み
方法 検 索

「科 学 技 術」 「教　　養」

「明 日 の 経 営」

大久保 仁 愛知工業大学 工学部 電気学科 教授講　師

現代社会や将来の安全・安心社会における「電気エネルギー」の果たす役割とそ
の重要性について解説します。特に、インフラとしての電気の役割や、日常生活
における電気利用状況、省エネルギー、大地震などの災害時の対応の仕方など、
身近な事例とともに今後の電気に関する技術動向を分かりやすく解説します。

■開講日/ 11月6日（水）　■時　間/13：30～15：00

■開講日/ ①10月12日（土）　　②11月9日（土） 
 ③12月7日（土）
■時　間/10：30～12：00

定員60名申込締切日 ： 10月1日（火）

「電気エネルギー」とは何か？
－安全・安心社会における電気の役割と使い方－M02

M01
九代 玉屋庄兵衛 愛知工業大学 客員教授・尾陽木偶師
横井　誠 愛知工業大学 非常勤講師・愛知山車祭研究会会員

講　師

定員5名申込締切日 ： 9月2日（月）

玉屋庄兵衛「からくり人形」M11

2019年9月～2020年3月開講
期間2019年度 秋季講座7月1日（月）より受付開始!

◆社 会 連 携 講 座

受講料
無料

受講料
無料

長谷川 省一  愛知工業大学 基礎教育センター 総合教育教室 教授講　師

高校・大学における教師経験を踏まえて、生徒・学生に対して特に身に付けさせた
いスキルとして「メディアリテラシー」、および、「他人に伝わる表現力」の二つを取り
上げます。これまでの教育実践の経験を通して見えてきた問題点に焦点を当て、
彼らの親である世代が見過ごしてきたものは何かについて、共に考えていきます。

■開講日/ ①11月16日（土）　　②11月30日（土）　
■時　間/10:30～12:00

江戸時代から続く、からくり人形（二分の一サイズ）の製作を通して、動く人形
の仕組みや手道具の扱いを学びます。

■開講日/ ①10月1日（火）　　②10月8日（火）　　③10月29日（火）　　④11月5日（火）
■時　間/13:00～16:30　■受講料/16,000円（材料費10,000円含む）
■持ち物/筆記用具・作業しやすい服装

道木 加絵 愛知工業大学 工学部 電気学科 准教授　講　師

申込締切日 ： 9月2日（月）

Skypeで
ビデオ会話を始めようY01

オンライン英会話やオンライン会議等のツールとして広くつかわれているSkypeの
使い方や機能を知り、実際にSkypeでのオンライン・ビデオ会話をできるようにします。

■開講日/ ①10月16日（水）　　②10月23日（水）　　③10月30日（水）
■時　間/13:00～14:30　■受講料/4,500円
■対　象/Skypeに興味があり、自宅にインターネット環境のある方、またはスマートフォンを利用されている方
■持ち物/マイク付きヘッドフォン

釘宮 愼一 愛知工業大学 工学部 応用化学科 教授　講　師

申込締切日 ： 10月1日（火）

パソコンを使って蛋白質分子の
構造を見てみましょうY02

蛋白質は生物の体を作っている重要な要素であり、生きていくためには毎日食べる必要があ
る栄養の１つです。実は今、多くの蛋白質の形をパソコンで簡単に見ることができます。初め
に、蛋白質にはいろいろな立体的な形があること。次に、物質の立体的な形を見るソフトの使
い方。2回にわけて説明し、そのあと実際にパソコンでいろいろな蛋白質を見てみましょう。

■開講日/ ①11月30日（土）　　②12月7日（土）
■時　間/10:30～12:00　■受講料/4,000円（材料費1,000円含む）
■対　象/高校生以上

今野　彰 愛知工業大学 工学部 機械学科 教授　講　師

申込締切日 ： 9月2日（月）

ロケット工学入門
－モデルロケットを作って打上げよう－Y03

ロケット工学入門の基礎を学びます。
1.ロケットの推進原理 　2.第1宇宙速度とは 　3.ロケットの特徴 　4.ロケットの飛行　 5.宇宙飛行と生活
実際に、市販キットのモデルロケットを作り、パソコンとアプリ（Open Rocket）
を使って、固体エンジン（火薬）で打上げ、飛行シュミレーションを体験します。

■開講日/ ①10月5日（土）　　②10月19日（土）　　③10月26日（土）　　④11月9日（土）
■時　間/10:00～12:15　■受講料/10,000円（材料費4,000円含む）
■対　象/中学・高校生以上 ※申込多数の場合、中学・高校生を優先して抽選させていただきます。

鈴木 森晶 愛知工業大学 工学部 土木工学科 教授　講　師

申込締切日 ： 8月1日（木）

鉄骨アートに挑戦！
鉄の溶ける温度を計測Y04

細い鉄骨を切ったり曲げたり溶接して、オリジナルのアート作品を作成します。同時
に鉄が溶ける温度などを肌で感じ取り、サーモグラフィを用いて温度を計測します。

■開講日/ 9月28日（土）　■時　間/9:30～12:00　
■受講料/4,500円（材料費3,000円含む）
■持ち物/筆記用具・タオル・汚れた場合の着替え。汚れても大丈夫な服装でお越しください
■対　象/高校生以上

佐野 泰之 愛知工業大学 工学部 建築学科 教授講　師

定員20名申込締切日 ： 11月1日（金）

音・光を中心とした環境心理学M12

音や光の感じ方や、音に関わる心理学を中心にお話します。
初回は、建築に係わる人体感覚について、音を中心にデモンストレーションを行います。
2回目は人の感覚・感じ方。心理学の「錯覚」・「なんで騙されるの？」のメカニズム。
3回目は、音の苦情がどのように扱われているのかを騒音行政、メーカーの対応事例を踏まえて解説します。

■開講日/ ①12月7日（土）　　②12月14日（土）　　③12月21日（土）
■時　間/10:30～12:00　■受講料/4,500円
■対　象/心理学・環境心理に興味のある方

定員60名申込締切日 ： 10月1日（火）

高校・大学を通してみた
「生涯学び続ける人づくり」M07 受講料

無料

仁科　健 愛知工業大学 経営学部 経営学科 教授　講　師

IT技術や計測技術の進歩によって、大量かつ多様化したデータが高速に入手
できる時代になりました。しかし、そこから価値ある情報を得るには、データか
ら情報を読み取る力が必要です。本講座では、「データ解析事始め」と題して
分かり易い事例を通じてデータから情報を読み取るためにどのようなデータ
を取ればよいか、そのデータをどのような観点で解析したらよいか、そして、
解析結果をどのように解釈すればよいかを解説します。

■開講日/ 10月31日（木）　■時　間/13:30～15:00

定員40名申込締切日 ： 9月2日（月）

データ解析事始め
～データから何を読み取るか～M08 受講料

無料
手嶋 紀雄 愛知工業大学 工学部 応用化学科 教授 講　師

“はかる”無くして科学無し。化学のみならず科学を切り拓くには、“はかる”ための方
法の創出が欠かせません。例えば呼気分析やDNA分析によって病気が早期に発見
され、生命が守られます。水質分析によって湖沼、河川、海などの水環境が守られま
す。本講座では、計測材料としての吸着剤を駆使した新しい分析手法を紹介します。

■開講日/ 10月19日（土）　■時　間/10：30～12：00

定員60名申込締切日 ： 9月2日（月）

生命環境を
“はかって守る”分析化学M03 受講料

無料

生津 資大 愛知工業大学 工学部 機械学科 教授　講　師

現代のナノテクノロジは、映画「ミクロの決死圏」を実現できる可能性を秘めて
います。材料をナノサイズに微細加工する技術や、カーボンナノチューブなどの
強さを測る技術、ナノ化することで瞬間発熱する材料の開発など、ナノテクノロ
ジは今のものづくり産業に欠かせない技術です。材料をナノ化することで起こ
るユニークな現象をナノの技術で見つける面白さを、事例に基づき講義します。

■開講日/ 10月8日（火）　■時　間/15：00～16：30
■対　象/科学技術に興味のある方

定員60名申込締切日 ： 9月2日（月）

ナノの視点で
材料を見る・測る・使うM04 受講料

無料

宮本 好信 愛知工業大学 工学部 建築学科 教授　　講　師

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30日（水）　■時　間/14:00～16:00
■対　象/ペーパークラフトなどデザインに興味のある方。  
 小学4年生以上（小学生は保護者同伴でご参加ください）
■持ち物/カッターナイフ・カッターマット（A4）・ハサミ・筆記用具

定員20名申込締切日 ： 9月2日（月）

新しい折り紙デザインの世界M05 受講料
無料

北坂 孝幸 愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

近年の医療において、計算機の果たす役割・期待がますます高まっています。
例えば、画像診断の支援（異常陰影候補の自動検出など）や手術支援（内視
鏡のナビゲーション、手術ロボットなど）があります。本講座では、医用画像
処理とその医学応用に関する研究事例をご紹介します。

■開講日/ 10月25日(金)　■時　間/10:30～12:00

定員60名申込締切日 ： 9月2日（月）

医用画像処理研究室M06 受講料
無料

横田　崇 愛知工業大学 地域防災研究センター長　

倉橋　奨 愛知工業大学 工学部 土木工学科 准教授

横川　剛 名古屋地方気象台 広域防災管理官

老平 崇了 愛知工業大学 経営学部 経営学科 講師　講　師

現代のスポーツにおいては、ビジネスの視点が非常に大切です。なぜマリ
ナーズは日本での開幕戦にイチローを出場させたのでしょうか。なぜヴィッ
セル神戸はイニエスタやポドルスキ、サンペールらを獲得したのでしょうか。
簡単な事例を交え、考えましょう。

■開講日/ 9月18日(水)　■時　間/14:00～15:30

定員60名申込締切日 ： 8月1日（木）

ビジネスの視点から
スポーツを考えよう！M09 受講料

無料

「生きる技術･ものづくり文化」

ドクターコパ　小林 祥晃講　師

定員80名申込締切日 ： 9月2日（月）

令和時代　
幸運になる過ごし方、考え方M10

◆地域連携公開講座

改元は運気アップの大チャンス！改元による変化をうまく活かせば、令和は自
分の才能を活かすことができる素晴らしい時代になります。本講座では、令
和元年にやっておかなければいけないこと、令和2年の幸運を呼ぶラッキー
カラーやフード、アクション等を紹介します。

■開講日/ ①10月18日（金）　　②11月22日（金）　　③12月13日（金）
■時　間/17：00～18：30　■受講料/4,500円　■持ち物/ノート･筆記用具

愛知工業大学 客員教授･石見一ノ宮物部神社 神職

八草
キャンパス

八草
キャンパス

八草
キャンパス

八草
キャンパス

定員20名

定員20名

定員10名

定員5名

横田 崇



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、「ジュニアチャレン
ジ講座」は保護者が1名付き添いできます。原則として講座の録音･録画･撮影･携帯電話およびス
マートフォンの使用はお断りします。講師や受講者に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお
断りすることがあります。

受講料には材料費などを含みます。
受講料の支払いは、銀行振込です。振込期限までに振込が確認できない場合は、キャンセル扱いと
なります。また、入金後のキャンセルおよび返金はできません。ただし、学校側の都合による変更･
中止の場合は返金します。

申込締切後および振込期限後に郵送します。
開講日1週間前になっても受講証が届かない場合は、お問合せください。

受講について

受講料について

受講証について

申込みが15名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。ただし、「日中友好協会中国語講座」、「ジュニアチャレンジ講座」は
除きます。中止についてのご案内は、申込締切後に郵送します。

災害など（台風接近など含む）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。

講座の
中止について

災害などによる
日程変更について

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。

受講のキャンセル
について

申込みにより収集した個人情報は、AITカレッジ講座以外には使用しません。個人情報の
取扱いについて

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

定員20名申込締切日 ： 10月1日（火）

M19

■講座お申込先/ （NPO）愛知県日本中国友好協会
 TEL．052-799-8080 受付 ： 月～金 / 9：30～17：30

◆ジュニアチャレンジ講座

辰巳 良美 愛知工業大学 名電高等学校 非常勤講師講　師

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/ 2020年3月30日（月）　
■時　間/10:00～11:30　
■受講料/1,500円　
■対　象/小学4年生～6年生　
■持ち物/筆記用具
■場　所/名電高校　名古屋市千種区若水3-2-12
※今年8月に開催した講座と同じ内容となります

申込締切日 ： 2月3日（月）

はじめてのスクラッチD01 名電
キャンパス

定員25名

受
講
の
ご
案
内

鳥居 一平 愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

申込締切日 ： 1月6日（月）

初歩からのデッサン教室（午前）M13

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。また、受講される方の技量に合わせて、モチーフを換えて指導します。

■開講日/ ①2020年2月29日（土）　　②3月7日（土）　　③3月14日（土）
■時　間/10:30～12:00　■受講料/4,800円（材料費300円含む）
■対　象/小学3年生以上　
■持ち物/鉛筆／H～4Bまでの数種類（STAEDTLERがお勧めです）・練り消しゴム・カッターナイフ

さあ、PKゲームに挑戦だ！ゴールを決めるとLEDが光り、ブザーが鳴りひびく
よ。圧電素子とサイリスタをつかったセンサ回路について学習します。

■開講日/ 11月9日（土） ■時　間/13:00～15:00　
■受講料/2,500円（材料費1,000円含む）　■対　象/小学4年生～中学生

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

定員20名申込締切日 ： 10月1日（火）

◎サイクロンテクノロジー◎
ミニクリーナーをつくろうM20

モータの回転力を利用してサイクロン気流を発生させよう！実験を通して、遠
心力について学習します。レッツ エンジョイ サイクロン！

■開講日/ 11月30日（土） ■時　間/13:00～15:00　
■受講料/2,500円（材料費1,000円含む）　■対　象/小学4年生～中学生

ローレンス ケリー 愛知工業大学 基礎教育センター 総合教育教室 教授

武田 亘平 愛知工業大学 工学部 機械学科 講師　

講　師

申込締切日 ： 9月2日（月）

Making things from Wood using ENGLISH
－ウッドクラフトを作ろう！－Y05

英語や日本語で会話を楽しみながら、木の枝・リサイクル木材でコースター
や鉛筆立てなどを創作しよう！木の名前と豆知識を学びながら、加工する道
具の使い方もお教えします。

■開講日/ 10月19日（土）　■時　間/10:30～12:00　
■受講料/2,000円（材料費500円含む） 
■対　象/小学1年生～6年生（保護者同伴でご参加ください）
■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

定員40名

鳥居 一平 愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

申込締切日 ： 1月6日（月）

初歩からのデッサン教室（午後）M14

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。また、受講される方の技量に合わせて、モチーフを換えて指導します。

■開講日/ ①2020年2月29日（土）　　②3月7日（土）　　③3月14日（土）
■時　間/13:30～15:00　■受講料/4,800円（材料費300円含む）
■対　象/小学3年生以上　
■持ち物/鉛筆／H～4Bまでの数種類（STAEDTLERがお勧めです）・練り消しゴム・カッターナイフ

定員40名

鳥居 一平 愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

申込締切日 ： 8月1日（木）

健康アプリの開発M15

愛知工業大学メディア情報研究会では、様々な健康に関するアプリを開発しています。
1.ダイエットのための「箸置きダイエット」　 2.ドライアイ防止のための「あいちゃん」
3.コミュニケーションツール「ねぇ、きいて。」　  4.肢体不自由の方のための、瞬きによる「あいとーく」
5.スケジュール管理のための「はなまる」
その他、眼精疲労回復アプリ、脳梗塞・糖尿病の診断など幅広いアプリの内容と使い方を解説します。

■開講日/ ①9月28日（土）　　②10月5日（土）
■時　間/10:30～12:00　■受講料/3,000円　■持ち物/筆記用具

定員50名

岩野 佳英子 愛知工業大学 基礎教育センター 総合教育教室 教授講　師

申込締切日 ： 9月2日（月）

役立つフランス語会話M16

フランス語の簡単な会話を学習します。旅行やフランス人とのやり取りに役立つ内容
です。３回の講座を使って効率的に学びましょう。初回は、買い物やカフェでのシーンを
使って、会話に必要なボキャブラリーを覚えます。2回目は、様々な動詞の種類と活用
を学びます。3回目は、過去の表現にトライします。楽しみながら身に付けましょう！

■開講日/ ①10月1日（火）　　②11月5日（火）　　③12月3日（火）
■時　間/16:30～18:00　■受講料/4,500円　
■持ち物/筆記用具・仏和辞典または電子辞書（あればお持ちください）

定員30名

林　純晶 NPO 愛知県日本中国友好協会 中国語講師　講　師

申込締切日 ： 8月30日（金）

愛知県日中友好協会
中国語会話講座（中上級）M17

少人数できめ細かい指導を目指しています。身近な出来事から今の中国に
ついても話題にしながら、もっと聞ける、もっと話せる力が身についてきます！

■開講日/ 9月27日～2020年2月21日 毎週金曜日 
 ただし、10月11日・11月15日・12月27日・2020年1月3日を除く
■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

定員10名

■講座お申込先/ （NPO）愛知県日本中国友好協会
 TEL．052-799-8080 受付 ： 月～金 / 9：30～17：30

崔　紅葉 NPO 愛知県日本中国友好協会 中国語講師  講　師

申込締切日 ： 8月30日（金）

愛知県日中友好協会
中国語会話講座（上級総合）M18

中国語で授業を進め、「聴・説・読・写」を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！少人数でしっかり学習します。

■開講日/ 9月26日～2020年2月13日 毎週木曜日 
 ただし、11月21日・12月26日・2020年1月2日を除く
■時　間/10:40～12:10　■受講料/27,000円（テキスト代別）

定員10名

「地 域 連 携」

科学ものづくり教室

釘宮 愼一 愛知工業大学 工学部 応用化学科 教授講　師

申込締切日 ： 11月1日（金）

ブラックライトで
光る物質を調べようY06

身の回りのいろいろなところでケイ光物質は使われています。はじめにケイ
光物質が光るしくみを勉強し、つぎに身の回りの物質が光るかどうかを調べ
てみましょう。さらにケイ光物質を使って、光らせたり、消したり、色を変えた
りしてみましょう。これは光るかな？と思うものを持参してください。時間が
あれば、ケイ光物質を作るところをお見せします。

■開講日/ ①12月14日（土）　　②12月21日（土） 
■時　間/10:30～12:00　　■受講料/2,000円（材料費500円含む）
■対　象/小学4年生～中学生　■持ち物/持ち帰り用の箱（A4）

科学おもしろ教室

自然観察教室

プログラミング体験教室

八草
キャンパス

八草
キャンパス

定員25名

定員20名

水野 慎士 愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

申込締切日 ： 1月6日（月）

センサーとCGを使った
プログラミング入門Y08

ゲームやメディアアートでは、センサーを使って人の動きや光、音などを検
出して、その結果から三次元CGを動かしたり色を変えたりしています。この
講座では、実際にセンサーとパソコンを使って簡単なプログラミング行いま
す。そして、センサーに与えた動きや音に合わせて、三次元CGをリアルタイ
ムで変化させることを体験します。

■開講日/ ①2020年2月1日（土）　　②2月8日（土） 
■時　間/10:00～12:00　
■受講料/3,000円　
■対　象/小・中学生

八草
キャンパス

定員25名

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

申込締切日 ： 8月1日（木）

紙コップトンボを飛ばそうM22

竹とんぼを作ったことはありますか？竹で作るのは大変ですが、紙コップを
利用した『紙コップトンボ』を作るのは比較的簡単です。飛ぶ、飛ばない理由
を自分なりに考えて、一緒に作って飛ばしてみましょう！完成品はお持ち帰り
していただきます。

■開講日/ 9月21日（土） 
■時　間/10:30～12:00　
■受講料/1,500円 
■対　象/小学3年生～6年生　　　 
■持ち物/ハサミ・持ち帰り用の袋

定員20名

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

申込締切日 ： 1月6日（月）

CDホバークラフトを作ろうM23

気体と摩擦（まさつ）をテーマに学びます。空気の性質を使った科学マジック
を見て、気体を理解しましょう。さらにその性質を利用してCDホバークラフト
を作ります。完成品は持ち帰りしていただきます。

■開講日/ 2020年2月15日（土）　
■時　間/10:30～12:00　　  
■受講料/1,500円 
■対　象/小学3年生～6年生　
■持ち物/持ち帰り用の袋

定員20名

内田 臣一 愛知工業大学 工学部 土木工学科 教授講　師

申込締切日 ： 8月1日（木）

湿地の植物と昆虫の観察Y09

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/ 9月21日（土）　
■時　間/10:30～12:00　
■受講料/1,500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
※原則として小雨決行ですが、ご心配な方は下記までお問合せください。
　八草キャンパス 豊田市八草町八千草1247　TEL 0565-48-8121（代表）中山 雄行 愛知工業大学 工学部 機械学科 准教授講　師

申込締切日 ： 9月2日（月）

環境をきれいにして発電する
微生物燃料電池を作ろう！Y07

微生物の力で発電する微生物燃料電池の原理について勉強し、実際に作っ
てみます。今回は、身近にある材料を用いて、有機堆積物（ヘドロ）を浄化し
て発電する一石二鳥の微生物燃料電池作りにチャレンジします。その電池
で明かり(LED)を灯せるか試してみましょう。

■開講日/ 10月5日（土）　■時　間/10:30～12:30　　
■受講料/6,500円（材料費5,000円含む）　■対　象/小・中学生
■持ち物/筆記用具・持ち帰り用の袋汚れても大丈夫な服装でお越しください

八草
キャンパス

定員20名

八草
キャンパス

定員20名

ゴールを決めろ！
－振動センサ回路－

後藤 時政 愛知工業大学 経営学部 経営学科 教授講　師

申込締切日 ： 1月6日（月）

「人型機動ロボット」の進化を探ろう！！M21

1980年、大人気ロボットアニメのプラモデルが発売されてから、40年あまりが経とうとし
ていますが、その人気は未だ衰えません。プラモデル大手製造企業は、どのように売り上
げを維持もしくは伸ばしてきたのでしょうか。実際に最近売り出された人型機動ロボットの
プラモデルを組み立て、旧モデルと比較することによって、その秘密を探ってみよう！ 

■開講日/ 2020年2月8日（土）　■時　間/13:30～15:30　　  
■受講料/3,500円（材料費2,000円含む）　
■対　象/小学4年生～6年生　　■持ち物/筆記用具・持ち帰り用の袋

定員20名


