
令和２年度生涯学習地域連携講座（県立学校） 
   

   
  

 
                                                                                 

1．愛知県立佐織工業高等学校「ものづくり講座」 
後援：愛西市、愛西市教育委員会 

機械科、電子機械科、電子工学科、建築科の四つの学科の特色を生かしたものづくりを楽しんでいただきます。 

7 月  4日（土） 9：30～11：30 ステンレス製のオリジナル耳かき作り 

7 月 18 日(土) 9：00～11：00 組木パズルの製作 

7 月 25日（土） 9：00～11：30 サンドブラストによるガラスコップの模様付け 

8 月 １ 日（土）10：00～12：00 振ると文字や絵が浮き出るおもちゃ「バーサライター」作り 

[申込] 

6/1(月) 

～6/19(金) 

[定員] 

１０人 

[教材費] 

1,000円 

 

[会場] 愛知県立佐織工業高等学校  

愛西市渕高町蔭島１ TEL0567-37-1288 

名鉄尾西線渕高駅より北西へ徒歩５分 駐車場あり・冷房がない場所あり 

※傷害保険一括加入のため、別途保険料が必要です。（数百円程度） 

 

2．愛知県立知立高等学校「パソコンで家計管理講座」 
後援：知立市、知立市教育委員会 

パソコンで表計算ソフトのエクセルを使った家計簿の付け方を学び、無駄な出費を減らし、資産を増やす家計管理

にチャレンジしてみませんか？ 

7 月 18 日(土) 9：00～11：30 日々のお金の出入りをパソコンに入力してみよう。 

7 月 25日（土）    〃     1週間や 1か月のお金の出入りを集計してみよう。 

8 月 １ 日（土）   〃      集計したお金の出入りをグラフにして見える化しよう。 

8 月  8日（土）     〃    日々の家計管理カレンダーを作成してみよう。  

[申込] 

6/1(月) 

～6/26（金） 

[定員] 

１０人 

[教材費] 

 なし 

[会場] 愛知県立知立高等学校  

知立市弘法 2-5-８ TEL0566-８１-0319 

名鉄名古屋本線知立駅より南東へ徒歩１３分 駐車場あり・冷房あり 

 
3．愛知県立岩倉総合高等学校「初心者のための陶芸＆水彩画」 

後援：岩倉市教育委員会                          

初心者の方に、陶芸と水彩画を楽しく体験していただく講座です。 

7 月 20日（月） １７：10～19：10 陶芸（手びねりを主とした器づくり） 

7 月 22 日（水）    〃       陶芸（器の高台を削る） 

8 月 19日（水）    〃       水彩画（身のまわりのモチーフを描く①）  

8 月 21日（金）    〃       水彩画（身のまわりのモチーフを描く②） 

[申込] 

6/1(月) 

～6/26(金) 

[定員] 

２０人 

[教材費] 

2,000 円 

[会場] 愛知県立岩倉総合高等学校  

岩倉市北島町川田１ TEL0587-37-4141 

名鉄犬山線岩倉駅より西へ徒歩 20分 駐車場あり・冷房８月はあり 

 

4．愛知県立豊川工業高等学校「楽しいものづくり教室」 
後援：豊川市、豊川市教育委員会 

「機械系」「電気系」の学科の特色を生かした、簡単なものづくりを楽しんでいただきます。 

9月  3日（木） 1７：15～19：15 ペン立ての製作 

9月 29日（火）    〃       電気工事における基本的な屋内配線の製作 

10 月 15 日（木）     〃       スイッチ付きテーブルタップの製作 

10 月 20日（火）    〃       簡単照明の製作 

[申込] 

７/1(水) 

～７/３１(金) 

[定員] 

１０人 

[教材費] 

2,000 円 

[会場] 愛知県立豊川工業高等学校  

豊川市新道町 1-３ TEL0533-85-4425 

名鉄豊川線諏訪町駅より西へ徒歩７分 駐車場あり・冷房なし 

※傷害保険一括加入のため、別途保険料が必要です。（数百円程度） 

 

各県立学校の先生方が講師となって、学校の得意分野や特色
を生かした講座を開催します。ぜひご参加ください。 

主催 （公財）愛知県教育・スポーツ振興財団 
愛知県生涯学習推進センター 

共催 愛知県教育委員会 

（1日目開催順） 



 申込方法等 留意事項 

[対象]  愛知県内にお住まいの方(中学生以下を除く。) 

[受講料] 無料（ただし、教材費や保険料が必要な講座があります。） 

[申込方法]  

往復はがき、または、申込フォーム。必要事項は、①学校・講座名、②氏名、

③住所、④電話番号、⑤年齢、⑥グループ応募の場合はグループの方の氏

名 

※グループ応募の場合も抽選は個人単位で行いますので、一人 1通の申込

をお願いします。⑥はグループ内に落選者がいてもご参加いただけるか

どうか確認するためにお書きいただくものです。 

※往復はがきでお申込みの場合、各校申込期限の消印有効とします。 

（申込フォーム URL） https://ws.formzu.net/dist/S73229896 

 

(申込フォーム QRコード) 

 

[受講決定] 

申込多数の場合は抽選で受講者を決定し、受講の可否は申込締切後、１週

間程度で返信はがき、またはメールでお知らせします。 

※ご提供いただいた個人情報は、当講座の運営以外には使用いたしませ

ん。

・新型コロナウイルス感染拡大状況

により、中止等の変更をする場合

があります。最新の情報は、当セン

ターのホームページでご確認くだ

さい。 

・教材費は、受講可の方に送付する

受講票に記載されている方法で納

入していただきます。納入後のキャ

ンセルの場合、または感染症対策、

台風等によりやむを得ず中止とし

た場合、返金はできず、材料での返

還(返還できない材料もあります)

となる場合がありますので、予め

ご了承ください。 

・未成年の方は、保護者の承諾を得

てお申込みください。 

・当講座に関するお問合せについて

は、開催校ではなく、愛知県生涯学

習推進センターへお願いします。 

 

5．愛知県立明和高等学校「こだわりのわくわく音楽講座」 
後援：名古屋市、名古屋市教育委員会 

県立で唯一の音楽高校である本校音楽科教員による、ミステリー音楽講座です。各回、担当者のこだわりの講義

を通して、音楽をより深く楽しんでみませんか？ 

9月 26日（土） 10：00～12：00 奥深きバッハのオルガン曲の世界  

10 月 10 日（土）   〃   オペラのとっておきの楽しみ方 

10 月 24日（土）   〃   フランス革命と 19世紀の華麗なる音楽家たち 

11 月 ７日（土）   〃   心に沁みる歌曲の世界～美しい言葉とメロディー～ 

[申込] 

７/２７(月) 

～8/25(火) 

[定員] 

15 人 

[教材費] 

 なし 

[会場] 愛知県立明和高等学校  

名古屋市東区白壁 2-32-6 TEL052-961-2551 

市営地下鉄名城線市役所駅 1番出口より東へ徒歩 8 分、または 

名鉄瀬戸線東大手駅より東へ徒歩２分 駐車場なし・冷暖房あり 

 

6．愛知県立岡崎工業高等学校「科学の力でものづくり」 
後援：岡崎市教育委員会 

科学のさまざまな力を利用して、３つのものづくりにチャレンジします。 

12 月 19日（土） 10：00～12：00 科学の基礎等について、実際に実験しながら学びます。  

1月  9日（土）   〃   銀鏡反応によるオリジナル鏡の製作 

1月 16日（土）   〃   サンドブラストによるオリジナルグラスの製作 

1月 30 日（土）   〃   UV レジンによるオリジナルアクセサリーの製作 

[申込] 

10/7(水) 

～１１/4(水) 

[定員] 

20人 

[教材費] 

2,000 円 

[会場] 愛知県立岡崎工業高等学校  

岡崎市羽根町字陣場 47 TEL0564-51-1646 

JR 岡崎駅より東へ徒歩２０分 JR 岡崎駅前より名鉄バス日名町行き 

岡崎工高前下車 駐車場あり・暖房あり 

※傷害保険一括加入のため、別途保険料が必要です。（数百円程度） 

 

[申込・問合せ先] 

公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団  

愛知県生涯学習推進センター 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸 3-2-1 
愛知県東大手庁舎 2階 

TEL 052-961-5333 FAX 052-961-０２３２ 
URL https：//www．manabi.pref.aichi.jp/center/ 


