
ホームページからの受付となります。申込期間は講座ごとに異なります。
誠に勝手ながら、より多くの方に受講いただくため、申込みはお一人2講座まででお願いします。
定員を超えた場合は抽選といたします。抽選後、当選の方へ銀行振込用紙または受講証（無料講座）を郵送します。
落選された方にはメールをお送りしますのでご確認ください。
申込み状況によっては、追加募集を行うことがありますので、各講座締切後、HPをご確認ください。
この場合、申込みはお一人様2講座までとは限りません。なお、申込みは先着順となります。定員になり次第締切りま
すのでご了承ください。

1. 各講座詳細ページの申込ボタンから申込み
ホームページの「講座カテゴリ別一覧」より、ご希望の講座名をクリックまたはタップいただくと、各講座の詳細
ページが表示されます。各講座の詳細ページからお申込みフォームへお進みください。

2. 返信メールで受付内容を確認
お申込みフォームに入力されたE-mailアドレス宛に【aitech.ac.jp】から送信内容が返信されます。
返信メールが届かない場合は、ホームページの『aitech.ac.jp からのメールが届かない方』をご確認ください。

3. 郵送で届く銀行振込用紙と受講証を確認
各講座締切後、銀行振込用紙、受講証（無料講座）を郵送します。受講料入金確認後、受講証を郵送します。

受講について
■受講の際は必ず受講証をご持参ください。
■発熱などの風邪症状がみられる場合は受講を見合わせてください。（状況によっては受講をお断りすること
があります。）
■受講にあたっては、マスクの着用・手指の消毒・咳エチケットの励行など感染症予防対策にご協力ください。
■代理の方やお子様連れの受講はご遠慮ください。ただし、「ジュニアチャレンジ講座」および保護者同伴が
必要な講座は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。

受講料について
■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。

受講証について
■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。

講座の中止について
■新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催を中止することがあります。
■申込みが10名に満たない場合（ジュニアチャレンジ講座は除きます）など、やむを得ず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」は除きます。
■中止についてのご案内は、申込締切後にメールおよびホームページでお知らせします。

災害などによる日程変更および中止について
■災害（台風接近など含む）などにより、やむを得ず休講または中止となる場合があります。その際は、届け
出いただいた連絡先にメールします。また、ホームページでも掲載しますのでご確認ください。

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。
　万一、新型コロナウイルス感染が確認された場合、必要な情報提供をさせていただくことがあります。予め
ご了承ください。

2022年4月～8月
開講期間春季講座2月1日（火）より受付開始!春季講座2月1日（火）より受付開始!春季講座2月1日（火）より受付開始!

申 込 方 法

お 申 込 み 方 法

受 講 の ご 案 内

◆ジュニアチャレンジ講座◆
ロボット教室

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）
■受付時間/平日9時～16時30分
※大学の長期休暇、学校行事においては時間が変更されます。

ホームページ
から

お申込ください AITカレッジ講座 検 索
https://www.ait.ac.jp/ext-center/public-courses/

2022年度2022年度

J 自由ヶ丘キャンパスM 本山キャンパス会場…

高分子（プラスチック・ゴム）リサイクルの現状と将来動向
ヘドロ発電による環境修復と発電・インフラ提供の取り組み
災害から生命を守るには－防災・減災を考える－
地域共創コンセプトに基づく持続可能な人材育成と
地域活性化活動
SDGs・ESGと株式投資
働きがいも経済成長も：仕事のムダを考える会計
趣味から起業を考える
情報科学科でのSDGｓへの取り組み事例

M04

J01

M05

M01

M02

M03

M06

M07

新講座
［SDGs連携講座］

が新しく
スタートします！

本山
キャンパス

細江　忠司　愛知工業大学 客員講師講　師

自分でつくるロボットを動かそう！本コースでは、独自のカリキュラム
にそって、ロボットの製作とロボットを動作させるためのプログラム
を学習します。基礎から学び、試行錯誤を繰り返してロボットを動か
そう！ライントレース攻略を基本とした複数のセンサを搭載したロボ
ットを完成させます。

定員20名申込期間 ： 3月1日（火）～4月13日（水）

ベーシックコースM23

■開講日/ 5月11日～2023年2月22日 
 毎週水曜日 但し8月と祝日・年末年始を除く
■時　間/17:30～19:00　
■受講料/月額6,000円ただし、5月および月3回の場合は4,500円

ロボット材料費として
春季初回24,000円、秋季初回21,000円
※月額のお支払いは振込となります

■対　象/小学4年生～中学生
■持ち物/筆記用具
■説明会/4月6日（水）18:00～19:00

保護者の方を対象に説明会を実施します。興味のある方
やご質問のある方はお気軽にお越しください。事前申し
込みは不要です。

本山
キャンパス

水野　勝教　愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

ロボカップジュニア（レスキュー）の公式大会出場を目標としたコー
スです。ベーシックコースとは異なり、決まったカリキュラムはありま
せん。一人一人が各自で工夫を凝らしたロボットを作成します。追加
で使用するセンサー類、ロボット改造のための材料は各自での手配
が必要です。大会の課題をクリアするための考え方、工夫の仕方を
指導します。複数年の受講が可能です。

定員20名申込期間 ： 2月1日（火）～2月28日（月）

アドバンスコースM24

■開講日/ 4月7日～2023年2月16日 
 毎週木曜日 但し8月と祝日・年末年始を除く
■時　間/17:00～19:00
■受講料/月額6,000円ただし、月3回の場合は4,500円

※月額のお支払いは振込となります
■対　象/小学4年生～中学生

ただし、ロボット教室ベーシックコース修了者に限ります
■持ち物/ロボット教室ベーシックコースで作成したロボット

科学ものづくり教室

本山
キャンパス

中野　寛之　愛知工業大学 工学部 電気学科 准教授講　師

電池がなくても光るちょっとふしぎなLEDぶんぶんゴマをつくりま
す。電池がなくても光るひみつは、磁石とチョークコイルによる電磁
誘導現象を利用するからです。この講座では、ワイヤレス給電のしく
みを学習します。

定員10名申込期間 ： 3月1日（火）～3月31日（木）

電磁誘導☆ファラデー
ぶんぶんゴマをつくろうM25

■開講日/ 5月14日（土） ■時　間/13:30～15:00
■受講料/2,500円 
■対　象/小学4年生～中学生

プログラミング体験教室

八草
キャンパス

水野　慎士　愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

Unityは、様々なゲーム機用のゲームやメディアアートなどの開発で
実際に使われるCGプログラミング環境です。この講座では、オリジ
ナルゲームを制作しながらプログラミングでできることや、プログ
ラミングに必要な論理的思考について学んでいきます。

定員10名申込期間 ： 2月1日（火）～2月28日（月）

Unityを使った
プログラミング入門Y04

■開講日/ ①4月9日（土） ②4月16日（土）
■時　間/9:30～12:00
■受講料/3,000円
■対　象/小学4年生～中学生
■持ち物/筆記用具

本山
キャンパス

釘宮　愼一　愛知工業大学 工学部 応用化学科 教授講　師

全ての物質は分子からできています。分子は小さくて見えませんが、
模型を作るとよくわかります。この講座では、分子について学び、折
り紙を使って分子模型を作ります。

定員10名申込期間 ： 6月1日（水）～6月30日（木）

分子模型を折り紙で作ろうM26

■開講日/ 8月8日（月） ■時　間/13:00～15:00
■受講料/2,200円 
■対　象/中学生
■持ち物/ハサミ・木工用ボンド・持ち帰り用の箱（A4サイズ）

本山
キャンパス

奥川　雅之　愛知工業大学 工学部 機械学科 教授講　師

災害救助ロボットについて学びます。タミヤの楽しい工作シリーズ
No.228「アームクローラー工作セット（2chリモコンタイプ）」を作っ
て、凹凸路面をガンガン走破して移動するロボットを作り、ロボットの
移動機構について学びます。

定員10名申込期間 ： 6月1日（水）～6月30日（木）

レスキュークローラーを作ろう！M27

■開講日/ 8月23日（火） ■時　間/13:00～16:00
■受講料/4,500円 
■対　象/小学4年生～中学生
■持ち物/筆記用具

本山
キャンパス

山田　裕昭　愛知工業大学 経営学部 経営学科 教授講　師

ダンボール製の車の部品を組み立て、そこにモーターと電池ケース
などを取り付けてダンボールカーを作ります。作ったダンボールカ
ーをタブレット端末（iPad、iPhone、Android端末など）で操作して、
運転しよう！走ったり、とまったり、思いどおりに動かしてみよう。作っ
たダンボールカー（材料キット）は持ち帰りいただき、ご家庭の単3電
池で動くおもちゃにも利用できます。

定員10名申込期間 ： 6月1日（水）～6月30日（木）

ダンボールのクルマを組み立て、
タブレット端末で動かそう！M28

■開講日/ 8月19日（金） ■時　間/10:30～12:00
■受講料/6,000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/タブレットまたはスマートフォン

本山
キャンパス

細江　忠司　愛知工業大学 客員講師講　師

音の仕組み、性質を自分で作った弦楽器（ギター）で体験します。弦
楽器は紙と一部木工で作り、音の現象を実験して理解を深めよう！作
った弦楽器は持ち帰りしていただきます。

定員10名申込期間 ： 4月1日（金）～４月28日（木）

音のふしぎ？
弦楽器の仕組みを作ろう！M29

■開講日/ 6月4日（土） ■時　間/13:30～15:00
■受講料/3,000円
■対　象/小学4年生～6年生
■持ち物/筆記用具・ハサミ・持ち帰り用の袋（A4サイズ）

本山
キャンパス

細江　忠司　愛知工業大学 客員講師講　師

空気の力について実験をします。空気の揺れを見たり、空気の力で
ミニロケットを飛ばしたり、空気のふしぎに触れてみよう！実験をとお
して科学への「きづき」を体験します。実験で使用した一部の材料は
持ち帰りしていただけます。

定員10名申込期間 ： 5月2日（月）～5月31日（火）

空気のふしぎ？
目に見えない力を体験しよう！M33

■開講日/ 7月9日（土） ■時　間/13:30～15:00
■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・ハサミ・持ち帰り用の袋（A4サイズ）

自然観察教室

八草
キャンパス

内田　臣一　愛知工業大学 工学部 土木工学科 教授講　師

八草キャンパス近くの小川へ出かけて、みんなで魚・貝・カニ・エビ・
虫をつかまえて観察します。だれでも採れるように、手取り足取り教
えます。保護者の方も一緒につかまえましょう。つかまえたら、みん
なで観察しながら、川の自然について考えます。

定員10名申込期間 ： 2月1日（火）～2月28日（月）

小川の生き物の野外観察Y03

■開講日/ 4月30日（土） ■時　間/10:00～12:00
■受講料/3,500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/長靴など浅い水に入る履物（同伴者の方もお願いします）。

濡れたり汚れた場合の着替え・飲み物・タオル
■会　場/あいち海上の森センター前の吉田川

※八草キャンパスからバスで移動します
※原則として小雨決行ですが、ご心配な方は講座会場へ
　お問合せください。

■場　所/八草キャンパス　豊田市八草町八千草1247
TEL.0565-48-8121（代表）

科学おもしろ教室

本山
キャンパス

高井　吉明　愛知工業大学 総合技術研究所 客員教授講　師

普通の乾電池と違って、使いたい時に水に浸けるだけで何度でも電
気を発生させる電池を作ります。乾かせばほとんど永久に保存でき
て、災害時にも役立ちます。この講座では、こんな不思議な電池を作
り、LEDを光らせます。

定員10名申込期間 ： 2月1日（火）～2月28日（月）

水で発電？乾いていたら永久に
保存できる不思議な電池！M30

■開講日/ 4月23日（土） ■時　間/10:30～12:00
■受講料/2,000円
■対　象/小学4年生～6年生
■持ち物/筆記用具・ハサミ

本山
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

光と凸レンズ（虫メガネ）の秘密を学んで、虫メガネと光を遮断する
黒い厚紙でカメラ本体を作ります。牛乳パックと薬包紙でカメラの
ピントが合う合わないを確かめて、青焼きフィルムで写真撮影に挑
戦しよう！天気の良い日だと10分ぐらいでできるよ。 

定員10名申込期間 ： 5月2日（月）～5月31日（火）

虫メガネと牛乳パックで
カメラを作ろうM31

■開講日/ 7月23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/牛乳パック（1Lサイズ）・ハサミ・油性ペン（3色）

本山
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

偏光板には光の1つだけを通す性質があります。セロテープをいろ
いろな方向へ貼ったものを2枚の偏光板の間に差し込むとステンド
グラスのように色がついて見えます。偏光板を回して色の変化も見
てみましょう。

定員10名申込期間 ： 6月1日（水）～6月30日（木）

セロテープと偏光板でできる
不思議なステンドグラスM32

■開講日/ 8月10日（水） ■時　間/10:30～12:00
■受講料/1,500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・ハサミ

八草
キャンパス

水野　慎士　愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 教授講　師

ゲームやメディアアートでは、センサ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。

定員10名申込期間 ： 3月1日（火）～3月31日（木）

センサとCGを使った
プログラミング入門Y05

■開講日/ ①5月21日（土） ②5月28日（土）
■時　間/9:30～12:00
■受講料/3,000円
■対　象/小学4年生～中学生
■持ち物/筆記用具

名電
キャンパス

辰巳　良美　愛知工業大学 名電高等学校 教諭講　師

小学校ではじまったプログラミング教育。苦手でも得意でもはじめ
てでも、プログラミングの楽しさや面白さ、達成感などを味わえる題
材を用意します。小学生でも簡単にプログラミングができるスクラ
ッチを使えば、プログラミングが好きになるかも！？

定員10名申込期間 ： 6月1日（水）～6月30日（木）

はじめてのスクラッチD01

■開講日/ 8月30日（火） ■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

2022年度春季講座2022年度春季講座2022年度春季講座

詳しくは中面をご覧ください。

持続可能な社会のために愛工大ができること
　SDGs（Sustainable Development Goals）は、すべての人々がこの地球で暮らし
続けていくための国際目標で、17のゴールから構成されています。この目標を達成する
ためには、乗り越えなければならない技術的な壁も多く、科学技術のイノベーションが
重要な鍵を握っています。
　愛知工業大学は1959年に中部地方初の工科系単科大学として開学し、「ものづくり」
を柱とした教育研究に取り組み、科学技術立国を支える人材育成と地域社会の発展に
貢献してきました。この度、本学のSDGs活動*の一つとして、「SDGs連携講座（8講
座）」をAITカレッジ講座に加えてスタートします。誰一人取り残さない持続可能な社会
について、皆様と一緒に考えていきたいと思います。
＊愛知工業大学のSDGs活動（https://www.ait.ac.jp/sdgs/sdgs_info/）
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