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分野（⼈⽂科学，社会
科学，科学技術，その

他）

種別（公開講座，出前
講座，サテライト，
ジュニア科学教室，サ
イエンスアカデミー，
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テクノ・アカデミア事
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テーマ 内容(100⽂字程度)
(所属，⽒名)

受講対象者
申込可能対象
（団体・個⼈）

募集⼈数 時間数 募集開始時期
開講時期

前期：4⽉〜9⽉
後期：10⽉〜3⽉
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詳細情報
（具体化されたイベントは以下記載の

リンクにアクセスください。）

申込・問い合わせ先
（HP，メールアドレス・電話等）

備考，特記事項

1 科学技術 その他 むし，ムシ，⾍
地球上で⼀番繁栄している昆⾍類がどのよう
な⾝体の構造を持っているのか調べてみま
す。

⼀般科⽬
天内和⼈

⼩学⽣ 団体・個⼈ 20名 2時間 8⽉頃 前期 周南市⽴図書館 1000円 周南市
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
天内和⼈
E-mail:amanai@tokuyama.kosen-ac.jp

2 ⼈⽂科学 リカレント教育 東南アジア諸国の現在
発展を続ける東南アジア諸国の過去，現在，
未来の教育を考えます。

⼀般科⽬
天内和⼈

成⼈ 団体・個⼈ 20名 2時間 8⽉頃 前期 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
天内和⼈
E-mail:amanai@tokuyama.kosen-ac.jp

3 ⼈⽂科学 その他 放射線の基礎知識
放射線の基本的な知識に加えて，⾝近な放射
線やその他科学的な応⽤についての講義を⾏
う。

⼀般科⽬
菊地右⾺

中学⽣，⾼校⽣，⼀般 団体 1時間程度 学内 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
菊地右⾺
E-mail:kikuchi@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6258

4 科学技術 その他 対称性と物理学
⾝近な⽇常⽣活から素粒⼦の世界まで，「対
称性」をキーワードに物理現象を紐解いてみ
ます。

⼀般科⽬
伊藤祐太

中学⽣〜⾼校⽣ 団体 20名程度 1時間程度 随時 学内 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
伊藤祐太
TEL:0834-29-6253
E-mail:y-itou@tokuyama.ac.jp

5 科学技術 リカレント教育 ⾼専数学⼊⾨

⾼専で学ぶ数学を体験してみましょう。微分
積分？線形代数？名前を聞いたことがあるか
もしれないこれらの話題をわかりやすく説明
します。

⼀般科⽬
⼭本拓⽣

団体 10名 3時間 要相談 徳⼭⾼専 教室 無料 徳⼭⾼専

"徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
⼭本拓⽣
FAX:(なし）
E-mail:takuo.yamamoto@tokuyama.kosen-
ac.jp
TEL:0834-29-6257"

6 科学技術 サイエンスアカデミー ⾦めっき

⾦箔（純⾦）をヨードチンキ液に溶かしま
す。ヨウ素をビタミンCで分解して，無⾊透明
な電解液をつくります。ステンレス製のス
プーンなどに，電気分解により，⾦めっきを
付けます。

⼀般科⽬
⼤橋正夫

⼩学校⾼学年
中学⽣

個⼈ 60名 90分 6⽉中旬ごろ 夏休み
防府市⻘少年科学館ソラー
ル

参加費あり
防府市⻘少年科学館ソラー
ル

http://www.solar-
hofu.sakura.ne.jp/academy2019top.ht
ml

防府市⻘少年科学館ソラール
〒747-0809⼭⼝県防府市寿町6−41
TEL:（0835）26−5050
FAX:（0835）23−6855

今年度は中⽌

7 科学技術 その他 銀めっき

銀箔（純銀）をヨードチンキ液に溶かしま
す。ヨウ素をビタミンCで分解して，無⾊透明
な電解液をつくります。ステンレス製のス
プーンなどに，電気分解により，銀めっきを
付けます。

⼀般科⽬
⼤橋正夫

⼩学校⾼学年
中学⽣

個⼈ 15〜20名 90分 夏休み 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
⼤橋正夫
FAX:(なし）
E-mail:oohasi@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6367

8 科学技術 リカレント教育
原⼦量，モル，化学反
応式

原⼦量，分⼦量，式量と物質量の関係を復習
します。化学反応式の書き⽅を確認した後，
化学反応式中に現れる物質の相互の量的関係
を考えます。

⼀般科⽬
⼤橋正夫

⼀般 個⼈ 15〜20名 2時間 夏休み 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
⼤橋正夫
FAX:(なし）
E-mail:oohasi@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6367

9 ⼈⽂科学 その他
北ヨーロッパの世界遺
産とハンザ同盟の歴史

北ヨーロッパで世界遺産に登録されている都
市の中から中世ヨーロッパで活躍したハンザ
同盟と関わりのあった都市を紹介し，街の歴
史や歴史的建造物について講義します。

⼀般科⽬
柏倉知秀

⼀般 団体 応相談
90分（応相
談）

応相談 応相談 無料
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
柏倉知秀
kasiwaku@tokuyama.kosen-ac.jp

10 ⼈⽂科学 その他 倫理学基礎講座
倫理学の基本理論である。功利主義，義務
論，徳倫理のいずれかを実例を交えて解説す
る。

⼀般科⽬
⾼橋祥吾

⼀般 団体 応相談
90分（応相
談）

応相談 応相談 無料 徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
⾼橋祥吾
s-takahashi@tokuyama.kosen-ac.jp

11 社会科学 その他
⼈間の意思決定を数学
しよう

⼈間は状況に応じて「意思決定」をおこない
ます。株式の売買のような経済活動や国の政
策決定にいたるまで，無数の意思決定が社会
を成り⽴たせています。意思決定を数学的に
説明し，⼈間社会を分析する「意思決定の理
論」，そのエッセンスを紹介します。

⼀般科⽬
浅野真誠

⼀般 団体 応相談 90分 応相談 応相談 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
浅野真誠
asano@tokuyama.kosen-ac.jp

12 その他 その他

英語学習のインプット
とアウトプット 〜映
画を通して英語を学ぼ
う〜

英語学習を進める上で，インプットとアウト
プットの重要性を映画を通して学びます。

⼀般科⽬
倉増泰弘

中学⽣〜⾼校⽣ 個⼈ 20名程度 1時間 応相談 応相談 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
倉増泰弘
kuramashi@tokuyama.kosen-ac.jp

13 科学技術 その他
⾝の回りの物理現象に
ついて

⽇常⽣活で⽬にするものの多くは科学的な視
点から⾒直すことができる。ここでは⾝の回
りで起きる現象のうち物理学で理解できるこ
とを紹介・説明する。

⼀般科⽬
中村康晴

⾼校⽣他 団体・個⼈ 20名程度 1時間30分 令和3年2⽉頃
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
教室

無料 徳⼭⼯業⾼等専⾨学校

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
中村康晴
e-mail:y-nakamura@tokuyama.ac.jp
tel:0834-29-6365

14 科学技術 その他
数学的帰納法と2項定
理

数学的帰納法の証明をおこない数学的帰納法
による2項定理の証明を⾏う

⼀般科⽬
⽶⽥郁⽣

中学⽣以上 個⼈ 40名まで 90分以内 応相談 応相談 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
⽶⽥郁⽣
yoneda@tokuyama.ac.jp

15 その他 その他
スポーツサイエンス⼊
⾨

スポーツ中のヒトやモノの動きについて⽣理
学，⼒学，⼼理学などの基礎知識を⽤いて解
説します.
科学的な観点から，スポーツ観戦をより楽し
むための”ポイント”についても紹介します.

⼀般科⽬
北哲也

中学⽣以上 団体・個⼈ 30名程度 1時間程度 随時 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
北哲也
E-mail:kita@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6251

16 その他 その他
遊びを通して異⽂化体
験

⽇常⽣活ではなかなか外国の⽂化に触れるこ
とが難しいですが，本講座では遊びを通して
英語や外国の⽂化を体験します。

⼀般科⽬
柳本萌⼦

中学⽣〜⾼校⽣ 個⼈ 20名程度 1時間 応相談 応相談 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼀般科⽬
柳本萌⼦
yanagimoto@tokuyama.kosen-ac.jp

17 科学技術 その他 LED⼿芸

ちいさなあかりを楽しむ。
ボタン電池ひとつで灯すLEDランプ。
⽺⽑フェルトのランプシェードをかけたら，
やわらかなあかりのできあがり。
ほんのひととき，電気を消して，ちいさなあ
かりを灯してみましょう。

機械電気⼯学科
⻄村太志

⼩学⽣，中学⽣ 個⼈ 20 1時間 令和2年8⽉ごろ
徳⼭⾼専
教室

無料 徳⼭⾼専 http://www.west-village.net/led/

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気学科
⻄村太志
E-mail:nisimura@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6270
FAX:(なし）

18 科学技術 その他
3Dプリンターの仕組
み

3Ｄプリンターの構造，使い⽅等を説明しま
す。

機械電気⼯学科
⽯⽥浩⼀

中学⽣他（⼀般市⺠も
可）

個⼈ 20名（先着順） 1時間 後期 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気学科
⽯⽥浩⼀
FAX:(なし）
E-mail:isida@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6273

徳⼭⾼専の教員が⽤意する「⽣涯学習プログラム」です．徳⼭⾼専を会場に，または，地域の⼩・中学校や，公⺠館等に出向いて出前授業や公開講座の講師をつとめます．お気軽に，ご相談ください．
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19 科学技術 サイエンスアカデミー
⽺と狼の数を電卓で予
測しよう

狼は餌となる⽺の数が減りすぎると狼の数も
減るというジレンマを抱えています．ちょう
どいい⽺と狼の数を電卓で予測します．

機械電気⼯学科
⾶⾞来⼈
三浦靖⼀郎

⼩学5年⽣〜中学3年⽣ 個⼈ 20⼈ 1時間半 6⽉中旬ごろ 夏休み
防府市⻘少年科学館ソラー
ル

参加費あり
防府市⻘少年科学館ソラー
ル
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防府市⻘少年科学館ソラール
〒747-0809⼭⼝県防府市寿町6−41
TEL：（0835）26−5050
FAX：（0835）23−6855

今年度は中⽌

20 科学技術 ジュニア科学教室
電⼦ブロックで遊ん
じゃおう！

電⼦ブロック(Sony MESH)とタブレット端末
(iPad)を使って⽇常⽣活で役に⽴つ作品を作
り，個々の作品を参加者で共有する講座で
す．

機械電気⼯学科
⾶⾞来⼈
三浦靖⼀郎
⼀般科⽬
⾕本圭司

⼩学5年⽣ 〜 中学2年
⽣

個⼈ 20名程度 1時間半 6⽉中旬ごろ 8⽉
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
ICT教室

無料
 夏休みジュニア科学教室実
⾏委員会

夏休みジュニア科学教室実⾏委員会
〒747-0809
⼭⼝県防府市寿町6番41号
TEL:(0835)26-5050
FAX:(0835)23-6855

今年度は中⽌

21 科学技術 その他
スーパースローモー
ションの世界

プロ野球選⼿の投げた球。ネズミとヒトとゾ
ウでは感じる速さがちがってる！？カメラを
使って⽣き物で違う⾒え⽅を体感してみよ
う。

機械電気⼯学科
垣内⽥翔⼦

⼩学⽣，中学⽣ 団体・個⼈ 40 1時間 応相談 徳⼭⾼専教室 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
垣内⽥翔⼦
E-mail:kaichida@tokuyama.ac.jp

最⼤⼈数40名（座学）
10⼈以下の場合はオリジナルス
ローモーションの撮影などに対応
可能（持ち帰りを希望の場合は
USBなどの媒体をご持参くださ
い。）

22 科学技術 その他 スポーツ科学の世界

効果のある筋トレとは？腕⽴て伏せで鍛えら
れているのはどこの筋⾁だろう？筋⾁の発す
る電気信号をとらえながら，体が動く仕組み
について⾒てみよう。

機械電気⼯学科
垣内⽥翔⼦

⼩学校⾼学年以上 個⼈ 10 1時間 応相談 徳⼭⾼専教室 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
垣内⽥翔⼦
E-mail:kaichida@tokuyama.ac.jp

23 科学技術 公開講座 紙⾶⾏機を作ろう！
折り紙を使った紙⾶⾏機，ケント紙を使った
紙⾶⾏機を製作して滞空時間を計りましょ
う。どれだけ⻑い時間⾶ばせるかな？？

機械電気⼯学科
池⽥光優

⼩学⽣（ハサミやカッ
ターを使うので保護者同
伴が望ましい）

個⼈
10組（本⼈と保護者が1
組），最少催⾏⼈数は1組

5時間（昼休憩
を除く）

講座実施1ヶ⽉前 7⽉下旬〜8⽉中旬の週末 学内
無料（折り紙
持参のこと）

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
池⽥ 光優
E-mail：m-ikeda@tokuyama.ac.jp
TEL：0834-29-6284

24 科学技術 その他 Cd値と空気抵抗

物が⾵に当たったり空気中を移動するとき，
物の形や⼤きさによって受ける⼒の⼤きさが
変わります。⾝近な例でその原理を学び，受
ける⼒の⼤きさを計算してみましょう。

機械電気⼯学科
張間貴史

⼩学⽣5年⽣以上 団体・個⼈
⼩学⽣は30⼈程度まで，
中学⽣は40⼈程度まで。

1〜2時間
（応相談）

応相談 応相談 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
張間貴史
E-mail:harima@tokuyama.ac.jp

訪問の場合はプロジェクターとス
クリーンが必要。

25 科学技術 その他
空気の⼒で落下速度を
コントロール

物体は重⼒にしたがって下に落ちます。簡単
な紙の⼯作で，落ちる速度をコントロールし
てみましょう。落ちる速度や着地するときの
衝撃⼒を測定します。

機械電気⼯学科
張間貴史

⼩学⽣5年⽣以上 団体・個⼈
⼩学⽣は30⼈程度まで，
中学⽣は40⼈程度まで。

2〜3時間
（応相談）

応相談 応相談 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
張間貴史
E-mail:harima@tokuyama.ac.jp

紙を⼯作するための道具が必要。
訪問の場合はプロジェクターとス
クリーンが必要。

26 科学技術 その他
⾼専ロボコン出場ロ
ボットによるデモンス
トレーション他

⾼専ロボコンに出場したロボットによるデモ
ンストレーションや製作体験談を聞いたり，
⾼専の学⽣が製作した装置を使ったイベント
が体験ができます．

機械電気⼯学科
藤本浩
池⽥将晃
学⽣

幼児〜⼀般 団体・個⼈
会場に合わせて変動．
未就学児の場合は保護者
または監督者同伴．

1~2時間

応相談
(本校学⽣の協⼒が得られる場合に
限る)

応相談 無料 応相談
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
藤本浩
E-mail:fujimoto@tokuyama.ac.jp

27 科学技術 リカレント教育 CAE⼊⾨（構造解析）

3 次元 CAD ソフト SolidWorks のオプション
機能を使って構造解析を実施する⽅法を学び
ます．⽇本機械学会公認CAE技能講習会（固
体⼒学分野の有限要素法解析技術者）に申請
予定です．

機械電気⼯学科
福⽥明

⼀般（SolidWorksの基本
的な操作ができること）

個⼈ 10⼈以下
3〜4時間程度
を予定

本校夏季休業中の午後
（2021年度は10⽉以降応相談）

徳⼭⾼専
MECAD室 or パソコン室

無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気学科
福⽥明
FAX:(なし）
E-mail:a-fukuda@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6281

⽇本機械学会公認CAE技能講習会
（固体⼒学分野の有限要素法）に
申請予定

28 科学技術 その他 ⾳のしくみと応⽤

⾳はとても⾝近な現象ですが，⾯⽩い特徴が
たくさんあります。そして，⾳に関するさま
ざまなテクノロジーは世の中を便利で楽しい
ものしています。この講座では⾳に関する実
験など体験を通して⾳について学びます。

機械電気⼯学科
鈴⽊厚⾏

⼩学⽣，中学⽣ 個⼈ 10 2時間 応相談 応相談 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
鈴⽊厚⾏
E-mail:a-suzuki@tokuyama.ac.jp

29 科学技術 出前講座
周南ロボコン「ロボッ
ト製作教室」

11⽉の⾼専祭で開催される周南ロボコンに出
場する有線ロボットを作ります。板の切り出
し，⽳あけ，制御基板の半⽥付け，ギアボッ
クスの組⽴てなど時間がかかり⼤変ですが，
⾼専の学⽣さんが優しく作り⽅を教えてくれ
るので⼤丈夫。

機械電気⼯学科
櫻本逸男
藤本浩
池⽥将晃
周南ロボコン担当学
⽣
学⽣会TA

中学⽣
⼩学⽣
保護者（⼩学3年⽣以下の
場合）

個⼈ 1⽇20〜25名 1⽇7〜8時間 7⽉初旬 7⽉〜8⽉（夏休み）
市⺠センター3⽇間
(場所は毎年変更）
徳⼭⾼専3⽇間

材料費実費
2,500円
タミヤ模型の
補助あり

徳⼭⾼専と周南市共催 徳⼭⾼専HP，周南市広報

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
学⽣課学⽣⽀援係
E-mail：gakuseik@tokuyama.ac.jp
TEL(0834)29-6234
FAX(0834)29-6161

http://www.tokuyama.ac.jp/sn-
robocon.html

30 科学技術 その他 動画の無線伝送

２台以上のパソコンを無線で接続し、リアル
タイム動画を伝送します。さらに、計算問題
をそれらのパソコンで解かせ、分散処理によ
る効果を確認します。

機械電気⼯学科
⽚⼭光亮

どなたでも 団体・個⼈ 随時 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
⽚⼭ 光亮
TEL：0834-29-6271
E-mail：katayama@tokuyama.ac.jp

31 科学技術 その他 感光基板の作成

感光基板の作成⽅法を実習します。感光、
エッチング、⽳あけをしてオリジナル基板を
作ります。はんだ付けして、電⼦ガジェット
の完成を⽬指します。

機械電気⼯学科
⽚⼭光亮

どなたでも 団体・個⼈ 随時 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校機械電気⼯学科
⽚⼭ 光亮
TEL：0834-29-6271
E-mail：katayama@tokuyama.ac.jp

32 科学技術 公開講座
電⼦⼯作×プログラミ
ング

家の模型と電⼦回路を組み合わせ，それをプ
ログラム制御します。電⼦⼯作，プログラミ
ング，無線通信などの技術を体験する講座で
す。

教育研究⽀援セン
ター
河村⿇⼦
情報電⼦⼯学科
重村哲⾄

⼩学校⾼学年とその保護
者

個⼈ 10組
4時間（昼休憩
1時間）

7⽉頃 8⽉頃 徳⼭⾼専 電⼦⼯学実験室 無料 徳⼭⾼専 募集開始時期に学校HPに公開

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
総務課地域連携推進係
E-mail：tiren@tokuyama.ac.jp
TEL(0834)29-6399
FAX(0834)28-7605

保護者同伴，⾜の⼩さなお⼦様は
スリッパを持参してください。

33 ⼈⽂科学 サテライト
いんぐりっしゅ☆るー
む

英語に興味のある⼈，英語が好きな⼈が⽉・
⾦曜⽇の⼣⽅，⾃由に英会話を楽しむための
活動です。
ソフトドリンクを⽚⼿に，スナックをつまみ
ながら，気軽に英語で何かを話してみたい⼈
はどんどん来てください。持参するものは何
もありませんし，もちろん無料です。

情報電⼦⼯学科
原⽥徳彦

どなたでも 個⼈ 20⼈程度 1時間 詳細情報URL参照
徳⼭駅前賑わい交流施設
交流室1 無料 徳⼭⾼専

http://www.tokuyama.ac.jp/satellite/e
nglish.html

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
総務課地域連携推進係
E-mail：tiren@tokuyama.ac.jp
TEL(0834)29-6399
FAX(0834)28-7605

34 科学技術 公開講座
VHDLを⽤いたハード
ウェア設計

ディジタル回路の基本となるゲートの動作を
理解すると共に，ハードウェア記述⾔語
（VHDL）を⽤いて，FPGA上で動作する回路
の設計を⾏う。

情報電⼦⼯学科
栁澤秀明

中学⽣ 団体 10⼈程度 4時間 8⽉ 9⽉ 学内 無料 申し込み団体
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校情報電⼦⼯学科
情報電⼦⼯学科栁澤秀明
E-mail:yanagisawa＠tokuyama.ac.jp



№
分野（⼈⽂科学，社会
科学，科学技術，その

他）

種別（公開講座，出前
講座，サテライト，
ジュニア科学教室，サ
イエンスアカデミー，
科学技術週間実験教
室，リカレント教育，
テクノ・アカデミア事

業，その他）

テーマ 内容(100⽂字程度)
(所属，⽒名)

受講対象者
申込可能対象
（団体・個⼈）

募集⼈数 時間数 募集開始時期
開講時期

前期：4⽉〜9⽉
後期：10⽉〜3⽉

実施場所
参加費 主催

詳細情報
（具体化されたイベントは以下記載の

リンクにアクセスください。）

申込・問い合わせ先
（HP，メールアドレス・電話等）

備考，特記事項

35 科学技術 ジュニア科学教室
プログラミングでLED
ライトを⾃在に操ろ
う！

プログラミングが当たり前になる2021年から
の未来を体験してみましょう！キーボードで
プログラムを⼊⼒して，Arduinoマイコンと
LEDシールド（徳⼭⾼専オリジナル）を使っ
て，イルミネーションや簡単なゲームを作り
ます．（※Arduino⾔語は，C/C++をベースに
しています）

情報電⼦⼯学科
浦上美佐⼦
義永常宏
教育研究⽀援セン
ター
藤本⻯也

⼩学5年⽣~中学2年⽣ 個⼈ 12名（先着順） 90分
学校HPに記載しま
す

7⽉~8⽉頃 徳⼭⾼専 無料
主催／夏休みジュニア科学
教室実⾏委員会 公益財団法
⼈やまぐち産業振興財団

夏休みジュニア科学教室実⾏委員会
〒747-0809
⼭⼝県防府市寿町6番41号
TEL:(0835)26-5050
FAX:(0835)23-6855

今年度は中⽌

36 科学技術 出前講座
micro:bitを⽤いたプロ
グラミング⼊⾨

2020年度からのプログラミング教育必修化に
伴い，⼩学⽣や中学⽣がプログラミングに触
れる機会は増加すると予想されます．⼀⽅
で，プログラミング学習では「何から初めて
良いかわからない」，「成功体験を得られに
くい」等の課題もあります．本講座では
micro:bitと呼ばれるマイコンを⽤いてプログ
ラミングによってLEDのようなハードウェア
を制御することを⽬指します．そして，プロ
グラミングによってハードウェアを⾃分の思
い通りに動かすことや成功体験を体得しても
らいます．

情報電⼦⼯学科
宮崎亮⼀

⼩学校⾼学年〜中学⽣ 団体 要相談 45分 随時受け付け 随時（要相談） 申込団体 要相談 徳⼭⾼専

2019年度実績
・徳⼭⼩学校6年⽣
・周陽中学校2年⽣
・岐陽中学校2年⽣
2020年度実績
・徳⼭⼩学校6年⽣

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校情報電⼦⼯学科
宮崎亮⼀
E-mail:miyazaki@tokuyama.kosen-ac.jp
TEL: 0834-29-6303

問い合わせフォーム

37 科学技術 公開講座
親⼦で楽しむプログラ
ミング〜⾃動運転に挑
戦

LEGOブロックを使って，⾃動運転のための⾞
の組⽴てとプログラミングを体験します。

情報電⼦⼯学科
奥本幸

⼩学校⾼学年⽣と保護者 個⼈ 20組（先着順） 2時間 令和2年7⽉下旬〜令和2年8⽉下旬
徳⼭⾼専
電⼦⼯学実験室

無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校情報電⼦⼯学科
奥本幸
FAX:(なし）
E-mail:okumoto@tokuyama.ac.jp
TEL:0834−29−6306

38 科学技術 その他
周南ゆめ物語
〜かがくスクウェア〜

電⼦⼯作やプログラミングの基礎講習を含む
展⽰で⼩中学⽣を楽しませることにより，地
域の⼦供たちに科学技術に関⼼を持ってもら
う機会を提供する．

情報電⼦⼯学科
⾼⼭泰博
重村哲⾄
原⽥徳彦
義永常宏

⼩学⽣・中学⽣とその保
護者

個⼈ 不特定
6時間
(各個⼈は15分
〜30分程度)

なし 12⽉ごろ ゆめタウン下松 無料
⻑州科楽維新プロジェクト
(事務局 ⼭⼝⼤学内)

http://www.yumemon.sakura.ne.jp/
⼭⼝⼤学国際総合科学部国際総合科学科
崎⼭智司
sakiyama@yamaguchi-u.ac.jp

詳細は例年11⽉末に決定される

39 科学技術 その他
JavaによるGUIプログ
ラミング

⼤規模システムからスマホアプリまで幅広く
使われているプログラミング⾔語Javaでパソ
コン⽤のGUI(グラフィカルユーザーインター
フェイス)のライブラリJavaFXを⽤いて，GUI
プログラムの作り⽅の学習および指導を⾏
う。

情報電⼦⼯学科
⼒規晃

⼀般 団体・個⼈ 要相談 要相談 要相談 要相談 要相談 実費 未定 なし

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校情報電⼦⼯学科
⼒規晃
E-mail:tikara@tokuyama.ac.jp

40 科学技術 公開講座
インターネットと情報
セキュリティ

インターネットの仕組みと情報セキュリティ
について，講義並びに，質問を受け付けま
す。
児童・⽣徒，並びに，保護者の⽅に，どのよ
うに指導したら良いかのノウハウ作りや情報
交換の場を設けます。

情報電⼦⼯学科
新⽥貴之
第三技術室
林嘉雄

⼩学校〜中学校 教職員 団体 10〜40名程度 1〜2時間 要相談
（先様の）夏期休業などの⻑期休
業中での平⽇を想定

徳⼭⾼専 情報処理セン
ター

無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校情報電⼦⼯学科
新⽥貴之
E-mail:nitta@tokuyama.ac.jp

市町村教育委員会単位でのご希
望・ご相談が助かります。
近隣の⼩中学校に関しましては，
個別でのご相談も賜ります。

41 科学技術 公開講座 LEDの仕組みと応⽤

蛍光灯や電球に代わる新たな明かりとして注
⽬されているLEDの仕組みや使われ⽅につい
て解説します。また，今後LEDがどう変わっ
ていくのかについても解説します。

情報電⼦⼯学科
室⾕英彰

⼩中学⽣ 個⼈ 20名（先着順） 1時間 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校情報電⼦⼯学科
室⾕英彰
FAX:0834-29-6309
E-mail:murotani@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6309

42 科学技術 公開講座 レーザー光とその応⽤

半導体レーザーの普及で⾝近になってきた
レーザーの仕組みと性質を解説します。ま
た，レーザー光がどのように使われている
か，今後どのようなところで使われるかにつ
いても解説します。

情報電⼦⼯学科
室⾕英彰

⼩中学⽣ 個⼈ 20名（先着順） 1時間 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校情報電⼦⼯学科
室⾕英彰
FAX:0834-29-6309
E-mail:murotani@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6309

43 その他 その他
⼩学⽣を対象とした野
球教室

全国的に野球⼈⼝の減少が危惧されている昨
今，周南市の⾼校野球界にも例外なくその波
が押し寄せている。そこで，⼦どもたちの野
球離れを防ぐとともに，地域の野球界の更な
る発展，ならびに徳⼭⾼専の専⾨教育以外の
地域貢献を考える。

⼟⽊建築⼯学科
桑嶋啓治
島袋淳

周南地区スポーツ少年団
員

団体 50-70 3時間程度 12−1⽉ 1⽉中旬〜下旬 徳⼭⾼専野球場 無料
徳⼭⾼専硬式野球部（⾼野
連）

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
島袋淳
E-mai:simabuku@tokuyama.ac.jp

他校の野球部と合同で⾏う可能性
有

44 科学技術 サイエンスアカデミー
⽬に⾒えない「⽔の汚
れ」を確かめよう

⽔のキレイさ，⾔い換えれば⽔の汚れはどの
ように判断するのでしょう？⾒た⽬だけでは
判断できない⽔の汚れ，そしてそれが⾃然に
どのような影響を及ぼすのか，簡単な実験も
交えて学びます。

⼟⽊建築⼯学科
段下剛志

⼩学3年⽣〜⼩学6年⽣ 団体・個⼈ 20⼈ 1時間半 6⽉中旬ごろ 夏休み
防府市⻘少年科学館ソラー
ル

参加費あり
防府市⻘少年科学館ソラー
ル

http://www.solar-
hofu.sakura.ne.jp/academy2019top.ht
ml

防府市⻘少年科学館ソラール
〒747-0809⼭⼝県防府市寿町6−41
TEL（0835）26−5050
FAX（0835）23−6855

今年度は中⽌

45 科学技術 公開講座
⼩さな⼤⼯さん講座
ーインテリアコーディ
ネイトの世界ー

みなさんの⾝近な⽊造建築の模型を作ってみ
ませんか？建物の部材名を知ると，⽇常の観
察⼒が広がります。
⼀緒に，インテリアコーディネイト模型を作
製することができます。⾃分の好きな部屋を
つくってみましょう。

⼟⽊建築⼯学科
江本晃美

⼩学校5年ー中学校3年 団体・個⼈ 最⼤20名 3.5時間 応相談 7−9⽉ 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
江本晃美
E-mail:emoto@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6329

46 科学技術 出前講座
⾃分の命を守る防災ま
ちづくり講座

防災の基本「⾃分の命を⾃分で守る」，⾃助
を⾝につけ，⼈を助けられる地域の⼈材とな
ろう。⾝の守り⽅から，⽇常の防災情報の知
り⽅，備えをトレーニングとディスカッショ
ン形式で実践して学びます。

⼟⽊建築⼯学科
江本晃美

どなたでも 団体・個⼈ 応相談 1−3時間 応相談 随時 応相談 無料 各団体

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
江本晃美
E-mail:emoto@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6329

47 科学技術 リカレント教育
デザインレイアウト講
座

ほんの少しのレイアウトを変えるだけで，
ちょっとよく⾒える，当たり前の法則を知っ
て書類やパンフを作れば，毎⽇が楽しくなっ
たり，役に⽴ったりします。講義を聴きなが
ら実際に作ります。

⼟⽊建築⼯学科
江本晃美

中学⽣以上 団体・個⼈ 応相談 応相談 応相談 随時 徳⼭⾼専 応相談 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
江本晃美
E-mail:emoto@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6329

ノートPC持参が望ましい

48 科学技術 その他 防災まちづくり講座

⾃助，共助といった意識啓発から，持ち出し
袋を実際に作成する，地域防災活動まで，実
利のある講座をみなさんと⼀緒に⼿を動かし
ながら⾏います。また，地域の防災リーダー
さんのお悩み相談も受け付けます。

⼟⽊建築⼯学科
江本晃美

どなたでも 団体・個⼈ 応相談 応相談 応相談 随時 応相談 無料 各団体

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
江本晃美
E-mail:emoto@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6329



№
分野（⼈⽂科学，社会
科学，科学技術，その

他）

種別（公開講座，出前
講座，サテライト，
ジュニア科学教室，サ
イエンスアカデミー，
科学技術週間実験教
室，リカレント教育，
テクノ・アカデミア事

業，その他）

テーマ 内容(100⽂字程度)
(所属，⽒名)

受講対象者
申込可能対象
（団体・個⼈）

募集⼈数 時間数 募集開始時期
開講時期

前期：4⽉〜9⽉
後期：10⽉〜3⽉

実施場所
参加費 主催

詳細情報
（具体化されたイベントは以下記載の

リンクにアクセスください。）

申込・問い合わせ先
（HP，メールアドレス・電話等）

備考，特記事項

49 科学技術 その他
ワークショップ・ファ
シリテータ講座

地域や仕事でワークショップが⾏われます
が，円滑に進んでいますか？⽬に⾒えない慣
習やなんとなくの雰囲気ではなく，冷静に，
効率的に議論を進めるためにファシリテータ
＝進⾏役を置くことで，全体にとって客観的
な議論ができます。初⼼者向けの養成講座で
す。

⼟⽊建築⼯学科
江本晃美

⾼校⽣以上 団体・個⼈ 最⼩5名ー最⼤20名程度 応相談 応相談 随時 徳⼭⾼専 応相談 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
江本晃美
E-mail:emoto@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6329

50 その他 その他
やさしいスクライビン
グ・ワークショップ

考えやアイディアをかたちにするのは難しい
と思っていませんか？
アイディア整理や議論を整理するスクライビ
ングという⽅法を「あは」体験と共にみんな
で楽しく学べます。

⼟⽊建築⼯学科
江本晃美

⾼校⽣以上 団体・個⼈ 最⼤20名 3時間 応相談 8⽉
徳⼭⾼専
その他希望場所
遠隔対応可

応相談 徳⼭⾼専 7⽉頃，テクノ・アカデミアHPにて

51 科学技術 出前講座
メタルブリッジ製作教
室

銅線をはんだ付けして，橋のしくみや構造を
学びながらポニートラス橋の縮⼩模型
（1/150）をつくります。細やかで美しい銅細
⼯は，趣味の⼯作やインテリアにも最適で
す。

⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将

中学⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤16名程度 2~3時間 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将
TEL&FAX:0834−29−6331
E-mai:kaita@tokuyama.ac.jp

1⼈1つずつ半⽥ごてを使⽤します
ので，⼈数分の電源が必要です。
パワーポイントを使⽤しますの
で，プロジェクターが必要です。

52 科学技術 出前講座

⼟砂災害と地震災害の
おはなし
〜いろいろ実験してみ
よう！〜

画像や映像を交えた地震・⼟砂災害の発⽣メ
カニズムや実際の被害のお話しと，簡単な模
型実験を⾏います。また，危険個所のポイン
トやその地域で想定される災害について考え
ます。

⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将

⼩学⽣
中学⽣

団体・個⼈ 最⼤40名程度 90~120分 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将
TEL&FAX:0834−29−6331
E-mai:kaita@tokuyama.ac.jp

パワーポイントを使⽤しますの
で，プロジェクターが必要です。

53 科学技術 出前講座
⾃然災害から学ぶ
構造物の『壊れかた』

様々な地震や豪⾬災害に関する学術調査の経
験を踏まえ，様々な構造物の『壊れかた』と
その原因について，⽣徒や⼀般の⽅々にもわ
かりやすく解説します。『壊れかた』を知
り，⾃然の脅威とその対策について⼀緒に考
えましょう。

⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将

中学⽣
⾼校⽣
⼀般（市⺠，企業など）

団体・個⼈ 会場の最⼤定員による 60~90分 要相談
特になし
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将
TEL&FAX:0834−29−6331
E-mai:kaita@tokuyama.ac.jp

パワーポイントを使⽤しますの
で，プロジェクターが必要です。

54 その他 リカレント教育
『産官学⺠』の協働に
よるインフラメンテ
にゃんス

地域の『橋』の⾼齢化は深刻な社会問題で
す。産官学＋⼀般市⺠の⽅々が協働し，⾝近
な橋を守っていくためにできることは何か？
しかも⽼若男⼥がそれぞれの⽴場で楽しみな
がら。この講座では，「共感」と「継続」を
⽣み出すしゅうニャン橋守隊の事例を紹介す
ると共に，皆様からのユニークなアイデアを
募集します。

⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将

中学⽣
⾼校⽣
⼀般（市⺠，企業など）

団体・個⼈ 会場の最⼤定員による 60~90分 要相談
特になし
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料

徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科
徳⼭⾼専テクノ・アカデミ
ア

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将
TEL&FAX:0834−29−6331
E-mai:kaita@tokuyama.ac.jp

パワーポイントを使⽤しますの
で，プロジェクターが必要です。

55 科学技術 出前講座

パスタ・粘⼟タワーコ
ンテスト
〜限りなき“⾼さ”への
挑戦〜

パスタと油粘⼟を組み合わせ，制限時間内に
誰よりも⾼いタワー模型を作ってください。
強く，軽く，美しい構造物を造る技術や壊れ
⽅をチームで学習します。過去最⾼記録は
226cm，キーワードは「チームワーク」と
「集中⼒」。

⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤40名程度 2~3時間 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将
TEL&FAX:0834−29−6331
E-mai:kaita@tokuyama.ac.jp

パワーポイントを使⽤しますの
で，プロジェクターが必要です。

56 科学技術 公開講座

パスタ・粘⼟タワーコ
ンテスト
〜限りなき“⾼さ”への
挑戦〜

パスタと油粘⼟を組み合わせ，制限時間内に
誰よりも⾼いタワー模型を作ってください。
強く，軽く，美しい構造物を造る技術や壊れ
⽅をチームで学習します。過去最⾼記録は
226cm，キーワードは「チームワーク」と
「集中⼒」。

⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将

⼩学3年⽣〜
中学⽣3年⽣とその保護者

個⼈ 最⼤30名程度 3時間 HPで案内します 8⽉7⽇（⾦）
徳⼭⾼専

無料 徳⼭⾼専 募集開始時期に学校HPに公開

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
海⽥⾠将
TEL&FAX:0834−29−6331
E-mai:kaita@tokuyama.ac.jp

57 その他 出前講座

あなたの好きな建物や
家具の
パースを⼿書きでかい
てみよう

建築図⾯はCADが主流です。そんな時代だか
らこそ，⼈の⼿で書かれた図⾯に⼈は強い興
味と感動を懐きます。まずは⾃分の好きなも
のをトレースすることから始め，⾝近にある
空間や家具を簡単にスケッチする⽅法を学び
ます。

⼟⽊建築⼯学科
河野拓也

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣

団体・個⼈ 最⼤16名程度 60~90分 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
河野拓也
TEL&FAX:0834−29−6279
E-mai:kouno@tokuyama.ac.jp

パワーポイントを使⽤しますの
で，プロジェクターが必要です。
模型・ポスターを展⽰します。

58 科学技術 公開講座 ⽔の不思議実験
静⽌した⽔や動いている⽔の性質をクイズや
実験を⾏って学習していく。

⼟⽊建築⼯学科
渡辺勝利

⼩中学⽣ 団体・個⼈ 10から20名 2時間 4⽉〜6⽉ 夏休み 徳⼭⾼専 無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
渡辺勝利
E-mail:watanabe@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6326

59 科学技術 その他 ⼟で遊んでみよう！

砂⼭崩し（トンネル），泥団⼦づくり，ペッ
トボトルに⽔や⼟を詰めて遊ぶ。⼟砂災害や
締固めの原理，液状化現象などを感覚的に理
解する。

⼟⽊建築⼯学科
荒⽊功平

どなたでも（⼦供から⾼
齢者まで）

個⼈（団体は要相
談）

体験講座は最⼤10⼈（先
着順）

3時間 随時，体験講座は要相談
徳⼭⾼専専⾨科⽬棟4階設
計製作室および実験実習棟

無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
荒⽊功平
E-mail：araki@tokuyama.ac.jp

60 科学技術 リカレント教育
Excelによる重回帰分
析⼊⾨

⼀班市⺠を対象に，⾝近なデータを⽤いて多
変量解析の基本となる重回帰分析ついて学
ぶ。
初回は例題に基づいて内容を理解し，2回⽬は
演習問題を実施して分析結果を発表していた
だく。

⼟⽊建築⼯学科
古⽥健⼀

⼀般（企業の若⼿社員及
び中堅社員）

団体・個⼈ 15名（先着順）
2時間×2回ま
たは1⽇（4時
間）

令和2年8⽉下旬及び令和3年3⽉ 徳⼭⾼専情報処理センター 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
古⽥健⼀
FAX:(なし）
E-mail:furuta@tokuyama.kosen-ac.jp
TEL:0834−29−6337

61 科学技術 出前講座 防災出前授業

・前半は⾃然災害の科学的理解
 （⼟⽯流実験⽔槽などで実験に参加する）
・後半はハザードマップを使⽤した避難場所
と避難経路を考える演習
 ※グループ学習．⾃治体よりハザードマッ
※理科，特別活動，総合的な学習の時間など
の授業内で実施している．

⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹

⼩学⽣
もしくは
中学⽣
（地図学習があるので，4
年⽣以上が望ましい）

団体

クラス単位 30名
学年単位 100名
⼩規模校は全校児童・⽣
徒でも可能

90分 随時受け付け
平⽇
（講師の授業時間外であること）

受⼊校の
理科室，
普通教室，
体育館

無料
（遠⽅からの
依頼は，交通
費をご負担い
ただく場合が
あります）

受け⼊れ団体
https://bousai-kyouiku.com/防災教育
教材/

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹
meyama@tokuyama.ac.jp
電話0834-29-6334

62 科学技術 出前講座
交通安全講話「通学路
の危険と安全な通⾏の
ために」

・通学路の危険を認知し，より安全な交通⾏
動をとるために，具体的な通⾏空間の事例か
ら学ぶ．
・事前に，講師による通学状況の観察をさせ
ていただけると，より深い学びができる．
※学校単位，クラス単位の講演が望ましい．

⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹

⼩学⽣
もしくは
中学⽣

団体
学校単位，
クラス単位 32名程度

45分 随時受け付け
平⽇
（講師の授業時間外であること）

受⼊校の教室等

無料
（遠⽅からの
依頼は，交通
費をご負担い
ただく場合が
あります）

受け⼊れ団体

オンデマンド型教材
https://koutsu-anzen-kyoiku.com/さ
すらいの交通安全戦⼠%e3%80%80ナカ
ジ/

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹
meyama@tokuyama.ac.jp
電話0834-29-6334



№
分野（⼈⽂科学，社会
科学，科学技術，その

他）

種別（公開講座，出前
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ジュニア科学教室，サ
イエンスアカデミー，
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実施場所
参加費 主催

詳細情報
（具体化されたイベントは以下記載の
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63 その他 出前講座
QUIZで中国語を勉強
しましょう！

QUIZや伝⾔ゲームなどをしながら⾯⽩く中国
語を勉強しましょう．

⼟⽊建築⼯学科
劉懋

⼩学⽣ 中学⽣ ⾼校⽣
⼀般

団体・個⼈ 最⼤16名 1時間 未定 未定
徳⼭⾼専または申込者希望
場所

無料 徳⼭⾼専 ⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
劉懋
TEL＆FAX:0834-29-6323
Email：liu@tokuyama.ac.jp

パワーポイントを使⽤しますの
で，プロジェクターが必要です．
筆記⽤具が必要です．

64 その他 その他 ⽔泳⼤会

周南市の市⺠プールで⽔泳⼤会を実施しま
す。誰でも参加できる⼤会で，記録を計測し
ます。4名でチームを組めば，リレーにも参加
できます。

情報電⼦⼯学科
杉村敦彦
⼟⽊建築⼯学科
桑嶋啓治

⼩学⽣，中学⽣ 個⼈ 40名程度 3時間程度 6⽉末 8⽉ 周南市市⺠プール
500円(⼊場
料)

周南市⽔泳連盟

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
桑嶋啓治
E-mail:kuwajima@tokuyama.ac.jp
TEL:0834-29-6338

65 科学技術 公開講座 川について学ぼう

近年，気候変動による豪⾬で河川災害の激甚
化や頻発化が指摘されています。河川につい
て⼀度⾒直してみませんか？実験で川の基本
的なはたらきや河川災害について学びます。

⼟⽊建築⼯学科
宇根拓孝

どなたでも 団体・個⼈ 応相談 1−3時間 夏休み 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
宇根拓孝
Email:une@tokuyama.ac.jp

66 科学技術 その他
コンクリートをDIY
〜スコップと桶で挑戦
〜

コンクリートは⾝近な材料であり，ミキサー
が無くてもつくることができます。コンク
リートをなるべく簡単にかつ重要なポイント
を学びながら，スコップで汗かき練り混ぜて
みませんか。

⼟⽊建築⼯学科
温品達也

中学⽣
⾼校⽣
⼀般

団体・個⼈
最⼤16名
or
5チーム

90分 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専 無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
温品達也
TEL&FAX:0834−29−6327
E-mai:nukushina@tokuyama.ac.jp

67 科学技術 その他
コンクリートに関する
Q&A

コンクリートに関する素朴な疑問から，良質
なコンクリート構造物を施⼯するための専⾨
的な事まで，何でもお答えします。

⼟⽊建築⼯学科
温品達也

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣
⼀般

団体・個⼈ 最⼤40名 90分 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
温品達也
TEL&FAX:0834−29−6327
E-mai:nukushina@tokuyama.ac.jp

68 総合科学 公開講座
世界の道ばたから，
⽇本の道ばたから

道づくりを歴史，⾵⼟，材料，建設技術の側
⾯から解説し，歩⾏空間や⾃転⾞通⾏空間と
して満たすべき基準を学ぶ．これらをふまえ
て安全な道路空間のあり⽅，通⾏時の安全確
保などについて学ぶ．

⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹 18歳以上 団体・個⼈ 20名 90分 前期 前期，後期 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹
E-mail：meyama@tokuyama.kosen-ac.jp

69 総合科学 公開講座
都市の歴史と
都市計画の⾜跡

⽐較都市計画の視点から，世界と⽇本の都市
の歴史について概説し，具体的な事例を通し
て，都市計画のあしあとをたどる学びをす
る．

⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹 18歳以上 団体・個⼈ 20名 90分 前期 前期，後期

テクノセンター等，
徳⼭⾼専施設内

無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹
E-mail：meyama@tokuyama.kosen-ac.jp

70 総合科学 出前授業 安全まちづくり学習

令和2年度に，周陽中学校（中学1年⽣）で実
施した「防災」「防犯」「交通安全」に着⽬
した安全まちづくり学習を，周陽地区を事例
に地域社会向けに適⽤します．地域について
の学習，まち歩き（安全点検），まちづくり
への気づきと改善提案の組合せで実施しま
す．他の地域を対象とすることも可能です．
その場合は，事前準備等に時間をいただきま
す．

⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹 18歳以上 団体・個⼈ 20名 90分 前期 前期，後期

テクノセンター等，
徳⼭⾼専施設内

無料 徳⼭⾼専
https://bousai-kyouiku.com/安全まち
づくり学習/

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹
meyama@tokuyama.ac.jp
電話0834-29-6334

71 総合科学 公開講座
世界の道ばたから，
⽇本の道ばたから

令和2年度に，技術⼠会主催の技術⼠懇話会で
講演した「道路空間の国際⽐較」を通じた⽂
化の違い，習慣の違い，技術の違い，出来上
がる通⾏空間に着⽬した「公開講座」を⽤意
する．

⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹 18歳以上 団体・個⼈ 20名 90分 前期 前期，後期

テクノセンター等，
徳⼭⾼専施設内

無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校⼟⽊建築⼯学科
⽬⼭直樹
E-mail：meyama@tokuyama.kosen-ac.jp

72 科学技術 出前講座
パルテノン神殿の秘密
を学ぼう

パルテノン神殿についてクイズ形式で学んだ
後、カッターとのりを⽤いてパルテノン神殿
が⾶び出すカードを制作します。

⼟⽊建築⼯学科
中川 明⼦

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤40名程度 1時間 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校 ⼟⽊建築⼯学科
 中川 明⼦
TEL&FAX: 0834−29−6339
E-mai: nakagawa@tokuyama.ac.jp

A1サイズのカッティングマットを
使⽤しますので、⼤きめの机か、
合わせたらA1サイズ程度の広さを
作れる可動式の机が必要です。

73 科学技術 公開講座
ひみつ基地づくり（新
聞紙でエアドームを作
ろう!!）

参加者全員で協⼒して新聞紙でエアドームを
作ります。協⼒することの⼤切さや、達成
感、ドーム内の環境体験、⽚付けの⼤切さを
学びます。

⼟⽊建築⼯学科
中川 明⼦

⼩学⽣
中学⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤40名程度 2~3時間 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

http://cahp.tokuyama.ac.jp/jozaaflcr-
10/#_10

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校 ⼟⽊建築⼯学科
 中川 明⼦
TEL&FAX: 0834−29−6339
E-mai: nakagawa@tokuyama.ac.jp

74 科学技術 公開講座
建築模型を作ってみよ
う

難易度に合わせた建築模型キット（ギザのピ
ラミッド、ミース・ファン・デル・ローエ；
バルセロナ・パヴィリオン、ル・コルビュジ
エ；両親の家、安藤忠雄；住吉の⻑屋、徳⼭
⾼専校舎など）を⽤いて、建築模型造りを体
験できます。

⼟⽊建築⼯学科
中川 明⼦

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤40名程度 1〜2時間 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望場所

無料
徳⼭⾼専
⼟⽊建築⼯学科

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校 ⼟⽊建築⼯学科
 中川 明⼦
TEL&FAX: 0834−29−6339
E-mai: nakagawa@tokuyama.ac.jp

A1サイズのカッティングマットを
使⽤しますので、⼤きめの机か、
合わせたらA1サイズ程度の広さを
作れる可動式の机が必要です。

75 ⼈⽂科学 公開講座
地域の歴史的建造物に
ついて学ぼう

⼭⼝県下の歴史的建造物の来歴や⾒所を解説
します。

⼟⽊建築⼯学科
中川 明⼦

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤40名程度 1〜２時間 要相談 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望
場所

無料

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校 ⼟⽊建築⼯学科
 中川 明⼦
TEL&FAX: 0834−29−6339
E-mai: nakagawa@tokuyama.ac.jp

76 ⼈⽂科学 公開講座
建築史の世界にようこ
そ

⻄洋建築史、近代建築史、⽇本建築史につい
てお話しします。お好きな時代、お好きなエ
リアについてのご要望にもお応えします。

⼟⽊建築⼯学科
中川 明⼦

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤40名程度 1〜２時間 要相談 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望
場所

無料

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校 ⼟⽊建築⼯学科
 中川 明⼦
TEL&FAX: 0834−29−6339
E-mai: nakagawa@tokuyama.ac.jp

77 ⼈⽂科学 公開講座
エジプト、ギザのピラ
ミッドの模型を作ろ
う!

スチレンボードを活⽤して、エジプト、ギザ
のピラミッドの模型を作ります。

⼟⽊建築⼯学科
中川 明⼦

⼩学⽣
中学⽣
⾼校⽣
⼀般（どなたでも）

団体・個⼈ 最⼤40名程度 30分〜1時間 要相談 要相談
12~1⽉以外
（要相談）

徳⼭⾼専
または
申込者の希望
場所

無料

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校 ⼟⽊建築⼯学科
 中川 明⼦
TEL&FAX: 0834−29−6339
E-mai: nakagawa@tokuyama.ac.jp

A1サイズのカッティングマットを
使⽤しますので、⼤きめの机か、
合わせたらA1サイズ程度の広さを
作れる可動式の机が必要です。

78 科学技術 公開講座
3Dプリンタを使った
ネームプレート製作

3D CADというソフトウェアを使ってパソコン
でネームプレートの3Dデータを作り，これを
3Dプリンタで製作します。製作したネームプ
レートはお持ち帰りいただけます。

教育研究⽀援セン
ター
安⽴隆陽
林嘉雄
⻘⽊拓也
髙⽊美咲穂

⼩学校3年〜中学⽣ 団体 8〜10⼈程度 2時間 要相談 徳⼭⾼専 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校教育研究⽀援セン
ター
E-mail：koujyou@tokuyama.ac.jp

問い合わせ先が「教育研究⽀援セ
ンター」となっている他の公開講
座などと同時開催可能な場合があ
ります（要相談）。

79 科学技術 サテライト
クリスマス箱庭製作教
室

クリスマスにぴったりな
箱庭を製作します

教育⽀援センター
⽯川善丈
井本琢哉
安⽴隆陽
岡村光祥

⼩学校3年〜⼤⼈ 個⼈ 10⼈ 3時間 12⽉上旬
徳⼭⾼専クリエイションセ
ンター

無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校教育研究⽀援セン
ター
E-mail：koujyou@tokuyama.ac.jp

公開講座
サテライト
リカレント教育

出前講座
サテライト
リカレント教育

出前講座
サテライト
リカレント教育

出前講座
サテライト
リカレント教育

出前講座
サテライト
リカレント教育

出前講座
サテライト
リカレント教育



№
分野（⼈⽂科学，社会
科学，科学技術，その

他）

種別（公開講座，出前
講座，サテライト，
ジュニア科学教室，サ
イエンスアカデミー，
科学技術週間実験教
室，リカレント教育，
テクノ・アカデミア事

業，その他）

テーマ 内容(100⽂字程度)
(所属，⽒名)

受講対象者
申込可能対象
（団体・個⼈）

募集⼈数 時間数 募集開始時期
開講時期

前期：4⽉〜9⽉
後期：10⽉〜3⽉

実施場所
参加費 主催

詳細情報
（具体化されたイベントは以下記載の

リンクにアクセスください。）

申込・問い合わせ先
（HP，メールアドレス・電話等）

備考，特記事項

80 科学技術 公開講座 空気圧と油圧のふしぎ
空気圧や油圧の⼒で動く模型を作りその仕組
みを体験します

教育⽀援センター
⽯川善丈
井本琢哉
安⽴隆陽
岡村光祥

⼩中学⽣ 個⼈ 10⼈ 3時間 要相談
徳⼭⾼専クリエイションセ
ンター

無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校教育研究⽀援セン
ター
E-mail：koujyou@tokuyama.ac.jp

81 科学技術 公開講座
オシレーションエンジ
ン
を組み⽴てよう

空気で動くエンジンを組み⽴てエンジンの仕
組みを勉強します

教育⽀援センター
⽯川善丈
井本琢哉
安⽴隆陽
岡村光祥

⼩中学⽣ 団体・個⼈ 20⼈ 1時間 要相談 周南市近隣 無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校教育研究⽀援セン
ター
E-mail：koujyou@tokuyama.ac.jp

82 科学技術 その他
様々なキャラクターの
⼟ブロック，コンク
リートブロックの作製

様々なキャラクターのブロックを作製し，無
償提供します。また，実際にブロックを作っ
てみたいという希望者には，体験講座を⾏い
ます。

教育研究⽀援セン
ター
福⽥靖
藤本⻯也
河村⿇⼦

どなたでも（⼦供から⾼
齢者まで）

個⼈（団体は要相
談）

体験講座は最⼤10⼈ 3時間 随時，体験講座は要相談

徳⼭⾼専
専⾨科⽬棟4階
設計製作室および実験実習
棟

無料 徳⼭⾼専
徳⼭⼯業⾼等専⾨学校教育研究⽀援セン
ター
E-mail：fukuda@tokuyama.ac.jp

83 科学技術
テクノ・アカデミア事
業

徳⼭⾼専テクノ・アカ
デミア
徳⼭下松港 ⻑⼤橋プ
ロジェクト成果発表会

徳⼭⾼専では，テクノ・アカデミア20周年を
記念して「徳⼭下松港⻑⼤橋プロジェクト」
に平成29年度から取り組んでいます。本成果
報告会は5年⽬の最終年度となり，徳⼭⾼専専
攻科2年⽣の検討結果を報告するものです。

環境建設⼯学専攻科
2年⽣

アカデミア会員及び⼀般 個⼈ 未定 2時間 年末 2022年2⽉初旬 未定 無料
徳⼭⾼専テクノ・アカデミ
ア

http://technotokuyama.jp/academia/

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
総務課地域連携推進係
E-mail：academia@tokuyama.ac.jp
TEL(0834)29-6399
FAX(0834)28-7605

84 科学技術
テクノ・アカデミア事
業

徳⼭⾼専テクノ・アカ
デミア
技術セミナー

未定 未定 アカデミア会員及び⼀般 個⼈ 未定 未定 未定 未定 未定 無料
徳⼭⾼専テクノ・アカデミ
ア

http://technotokuyama.jp/academia/

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
総務課地域連携推進係
E-mail：academia@tokuyama.ac.jp
TEL(0834)29-6399
FAX(0834)28-7605

85 社会科学
テクノ・アカデミア事
業

徳⼭⾼専テクノ・アカ
デミア
特別セミナー

未定 未定 アカデミア会員及び⼀般 個⼈ 未定 未定 未定 未定 未定 無料
徳⼭⾼専テクノ・アカデミ
ア

http://technotokuyama.jp/academia/

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
総務課地域連携推進係
E-mail：academia@tokuyama.ac.jp
TEL(0834)29-6399
FAX(0834)28-7605


