
愛知サマーセミナー
●多彩な講座が目白押

し！

希望と絆を探る！みんなで生み出す「21世紀型学び」2012
会場／ 愛知東邦大学・東邦高等学校・本山生協

1限　 9：30～10：50
2限　11：10～12：30 

3限　13：10～14：30
4限　14：50～16：107月14日・15日・16日●サマセミ史上

　最大級の1500講座！

参加
無料

第24回

土 日 祝
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A001 マ○コと三ツ□のグレ～ゾ～ンのアレコレ ANGEL LIFE NAGOYA
(WADN) 高

69 保体・健康
オネェタレントやBL漫画がいっぱいあるから、ゲイのことを知ってると言う人は多いけど、ホントのゲイとはチョット違う。だって…みんなの知らないグレ～ゾ～ンと、学校では教えてくれないアレコレを教しえちゃうよ
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記具 ●申込先：名古屋市中区栄４‐18‐16 NEWSビル３F rise内 ●申込連絡先：052‐784‐6363 ●申込先E‐mail:aln_ciao@yahoo.co.jp ●関
連ページ：http://aln.sakura.ne.jp【単発】14日１限

A002 お年寄りの身近にある病気を学ぼう 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

88 福祉・養護
お年寄りによくある病気の名前は知っていても知らない事は多いはず。病気の事を知って病気に対しての考え方、身近なお年寄りの方への接
し方は変わるのでは…。一緒に病気についての知識を学ぼう。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：特になし【単発】14日１限

A003 わんちゃんとLet's study 森 世志則
(IPCペットカレッジ） 高

110 ～なるには
今、子供の数より多く飼育されているペットの中で一番多く飼育されているわんちゃんについてもっと知りたい方、又就業としてがんばってみた
いと思っている方、かわいいわんちゃんと勉強してみましょう。
●定員：なし【単発】14日１限

A004 飢餓とWFPの取り組み 国連WFP協会なごや 高
116 平和

飢餓の現状とWFPの世界での活動を映像でお伝えいたします。
●定員：なし【単発】14日１限

A005 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

A006 野球で学んだチームワークとリーダーシップ 坂本佳一
(NPO法人 フィールド・オブ・ドリームス理事長） 大

651 人生
東邦高校に入学し野球部に入ろうと決めた経緯から甲子園出場までのエピソードと、野球人生で体験した天国と地獄から学んだチームワー
クと強いリーダーシップの大切さを話します。
●定員：なし【単発】14日１限

A007 エコライフのすすめ 名古屋市環境局環境推進課
（名古屋市環境局環境推進課） 高

753 自然・環境
地球温暖化とCO２の関わりやCO２増加の原因について知り、地球温暖化問題を考えましょう。また生活において省エネできるポイントを知り、
生活に取り入れてみませんか？
●定員：なし ●関連ページ：http:www.kankyo‐net.city.nagoya.jp【単発】14日１限

A008 「丸ごと支援」から学ぶこと 伊藤公一 坪井隆哉
（名古屋市役所） 高

781 その他
名古屋市が実施している陸前高田市への丸ごと支援の取り組みについて紹介するとともに、支援の取り組みから得られた教訓を踏まえた今
後の震災対策について伝える。
●定員：なし【単発】14日１限

A101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

A102 ちいさな国際協力みんなで布チョッキンWS 高木 正彦
（幼い難民を考える会 あいち） 大

６ 英語・国際
カンボジアの幼稚園ではおもちゃが足りません。おもちゃで遊ぶことは心身の健全な成長に欠かせません。人形づくりのお手伝いをお願いします。布を型紙にそってカットしていただくワークショップです。
●定員：30名（先着順）●費用：おひとり材料費300円お願いします。●持ち物：不要。●申込先：幼い難民を考える会 あいち 担当；高木 ●申込連絡先：052‐623‐7413 ●申込先E‐mail:
takagi.cyra@gmail.com ●関連ページ：http://cyraichi.blogspot.jp／【単発】14日１限

A103 愛知県産トマトで美味しいケチャップづくり 村尾享俊・内藤穂波
（コーミ（株）・コープあいち） 高

10 その他
愛知県産の加工用トマトで美味しいトマトケチャップをつくります。好みの香辛料を加えてつくり、ビンに詰めてオリジナルのラベルを貼って完成です。愛知県のトマトを知って、楽しくトマトケチャップをつくります。
●定員：30名（先着順）●費用：トマトケチャップを詰めるビン代200円 ●持ち物：エプロン、布きん等 ●申込先：生活協同組合 コープあいち ●申込連絡先：052‐703‐1967 ●申込先E‐mail:
etsutsum@tcoop.or.jp ●関連ページ：http://www.coop‐aichi.jp／【単発】14日１限

A104 選挙について 平田 憲英 高
20 地域・祭り

選挙の事について色 と々お話します。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：無し【単発】14日１限

A105 初めてのドイツ語 出町 大河
（高知大学人文学部国コミDeutsch�） 高

27 英語・国際
Guten Tag！！「初めての」ドイツ語を一緒に学んでみませんか？ 英語のABCが分かれば誰でも参加出来ますよ♪
●定員：なし（先着順）●持ち物：筆記用具、英語のアルファベートの復習 ●関連ページ：http://einigkeit.blog111.fc２．com／【単発】
14日１・２限

A106 地球生活体験『ウムヨム村のブタの一生』 石井 範子
(（公社）青年海外協力協会 中部支部） 大

31 総合学習
普段何気なく食べている肉や魚も、もとはといえばみんな命があるものばかり。この講座ではタイのラフ族の村で生きるブタの一生を見つめながら「命」について一緒に考えてみましょう！
●定員：20名 ●費用：もちろん無料です！●持ち物：筆記用具 ●申込先：申込やお問い合わせは、以下の連絡先まで！（空きがあれば当日飛入り参加も可！）●申込連絡先：052‐
459‐7224 ●申込先E‐mail:chubu‐br@joca.or.jp ●関連ページ：https://www.joca.or.jp/content/education/index.html【単発】14日１限

A107 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

A108 笑いヨガ アハハのききめ 有川陽大
（浜松ラフタークラブ ぴぽぱの会） 大

46 保体・健康
笑いヨガ（ラフターヨガ）は、笑う体操とヨガの呼吸法をあわせた新しい健康法です。ギャグのセンスや難しいポーズは必要ありません。子供からシニアまで、年齢性別を
問わず誰でも簡単にできる楽しいエクササイズです
●定員：なし ●持ち物：飲み物、タオル ●申込先：有川 ●申込連絡先：053‐421‐2687 ●関連ページ：http://ameblo.jp/laughyoga555／【単発】14日１限

A109 エニアグラム性格学講座 竜頭万里子
（エニアグラム性格学研究会） 高

52 教育・子育
人の性格を知ることは難しくありません。エニアグラム性格学講座が、どれほどに楽しく面白いものだということを多くの人たちにお伝えしたい。お子さんを持つお母さんたちにとくに伝えたい。
●定員：30名 ●費用：無料か、テキスト代 ●持ち物：ノートと筆記具 ●申込先：竜頭万里子 ●申込連絡先：0565‐46‐0096 ●申込先E‐mail:ryutou‐m@he.mirai.ne.jp ●関連
ページ：http://www.mirai.ne.jp／�ryutou‐m／【連続】14日１限

A110 はじめての企画入門 大橋弘宜
（創発講座） 高

65 地域・祭り
世の中には色 な々企画があります。講師の経験や考えたことをもとに、どうやって企画をしたらいいかをワークをしながら皆さんで体感してもらいます。
●定員：20名（先着順）●費用：なし ●持ち物：講師から何か一つでも学びとろうというちょっとした姿勢 ●申込連絡先：090‐4229‐9490
●申込先E‐mail:readmaster９＠gmail.com ●関連ページ：http://souhatsu.com／【単発】14日１限

A111 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

85 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐに出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付
き♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】14日１～４限

A112 詩を書こう～心の欠片を言葉にしたら～ 愛知詩人会議会員と「沃野」編集長岡田忠昭
（愛知詩人会議・名古屋中学） 高

131 国語・文学
誰だって自分だけの心を持っている／その人だけの想いがある／それを素直に言葉にしたら／あなただけの詩になる＊みんなでサマセミ詩集を作りましょう！＊７月７日１時より東図書館集会室でプレイベントを行
います。
●定員：15名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：自作の詩を７月８日までに提出 ●申込先：岡田忠昭 ●申込連絡先：352‐3647 ●申込先E‐mail:qqe24kd９＠seagreen.ocn.ne.jp【連続】14日１・２限

A113 幸せカラー（カラーセラピー）体験 永田 みか 高
145 趣味
カラーセラピーってどんなもの？をお話させて頂いた後、みなさまにハーモニーボトルを４本選んでいただき、１本目の個性をお伝えさせていただきます。みんなで、楽しく色についてお話ししましょう！
●定員：７名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：えんぴつ、ペン ●申込先：永田 みか ●申込連絡先：090‐6330‐6829 ●申込先E‐mail:naturaru_barance2011@ezweb.ne.jp
【単発】14日１限

A114 南京大虐殺と河村名古屋市長の発言 平山良平
(＜ノーモア南京＞名古屋の会） 高

153 平和
南京大虐殺とはどのような事件であったのか。河村名古屋市長の「通常の戦闘はあって残念だが、いわゆる南京事件はなかったのではない
か」について検証します。
●定員：なし ●費用：筆記用具【連続】14日１・２限

A115 ゆるゆるEnglish 岡崎城西高校 国際協力部
（岡崎城西高校） 高

175 英語・国際
学校では教えてくれない日常英語をゆるーく楽しもう！城西高校のユルさんとユルミさんがゆるーい英語の使い方を教えてくれるよ。参加者も一
緒に楽しもう！
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】14日１限

A116 “赤ちゃんたまご”を作ろう！！ 前田弘子
（前田助産院） 大

179 教育・子育
４ヶ月の胎児人形を作ります。コンドームに砂を入れて布を縫います。針と糸を使えたら誰でもご参加頂けます。一針ずつ縫いながら命の大切
さを再確認し、せめてコンドームの扱い方を知って欲しいという生（命）教育。
●定員：なし（先着順）●費用：材料費500円 ●関連ページ：http://www.la‐cuna.net／【連続】14日１～４限

A117 正しく知ってほしい「がん」のこと 岩田 了・岩田裕子
（総務部（個人事業）） 高

180 保体・健康
今や国民病ともいわれるほど私達にとって身近な病気の「がん」。発生のメカニズム、特徴、治療、そして国が行っているがん対策と個人で気
をつけることができる予防策、早期発見のためのがん検診についてお話します。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし ●関連ページ：i‐soumubu.jp【単発】14日１限

A118 17年間の神戸訪問から東北支援活動へ 川原元則
（桜丘高校） 高

183 特別活動
阪神大震災から17年。58回の神戸訪問を通じ学んだ事、命の大切さ、重さ、年を重ねることの意味、そして人とのつながり。感動を通じ多くを
学び、それが今の東日本大震災につながっています。感動体験を語ります。
●定員：なし【単発】14日１限

A119 スリザーリンクで暇つぶし 田山幸生
（岡崎城西高校） 高

199 趣味

数独で有名なニコリ社のパズルです。解けば解くほど上達していくので、のめり込んでしまいます。一緒にのめり込みましょう。
●定員：10名 ●費用：０円 ●持ち物：鉛筆、ボールペン、消しゴム【単発】14日１限

A120 合気道体験教室�手ほどき、ナイフ捕り実演 藪内 崇視
（藪内崇視の合気道教室） 高

202 保体・健康
合気道初心者向けセミナーです。護身術として役立てるように手ほどきから体感しましょう。「闘いに勝つ者ではなく、闘いを終わらせる者になるために」
●定員：20名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：ジャージ、タオル、水分 ●申込先：メール：gold_human@i.softbank.jp ●申 込 連 絡 先：
09028144312 ●申込先E‐mail:gold_human@i.softbank.jp【単発】14日１限

A121 パズル感覚で解ける数学 土本幹根
（岡崎城西高校） 高

204 数学・算数

教科書にはない、パズルを考える感覚で解ける数学の問題を一緒に考えましょう。
●定員：なし ●費用：はさみ、定規【単発】14日１限

A122 LISTENING 加藤強
（岡崎城西高校） 高

208 英語・国際

個人的に好きな曲を聴いてもらって、英語の歌詞を穴埋めしていきます。もちろん洋楽ですよ。気軽に参加してください。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日１限

A123 オリーブオイルテイスティング講座 中島賢 高
209 料理・手芸
オリーブオイルジュニアソムリエによる、数種類のオイルを試食、それに合わせる料理の紹介など、正しいオイルについての知識が習得できま
す。
●定員：なし ●費用：500円（試食用材料費）●申込先E‐mail:k@fleams.com【単発】14日１限

A124 知って下さいユニセフとラオスの子どもたち 都築 慶子
（コープあいち ユニセフの会） 高

212 平和
生活協同組合はユニセフを通じてアジア最貧国といわれるラオスを十数年にわたり支援してきました。私たちの支援はどのように役立っている
のか、本当に必要な支援は何なのか。ラオス視察の報告をします。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日１限

A125 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

A126 笑顔工房 なすけん 大
233 その他
昨年の「あそVIVA！」がグレードアップして帰ってくる！今年のテーマは、ズバリ・・・「笑顔」！！何をやるかは、当日のお楽しみ！あなたもこの講座で

「笑顔」をつくりましょう！！
●定員：20名【単発】14日１・２限、16日１・２限

A127 バックギャモンで世界を目指そう バック我毛郎２世
（東海学園高校） 高

237 趣味

古くは平安時代に伝わり、双六の名の由来となったボードゲーム。ルールは簡単、「知力」と「運」で初心者もベテランに勝つチャンスあり。
●定員：12名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し ●申込先E‐mail:shirojogador@yahoo.co.jp【単発】14日１～４限

A128 濃尾地震と地域社会 中尾浩康
（南山高等・中学校 男子部） 高

242 社会・歴史
1891（明治24)年に発生した濃尾地震は、岐阜・愛知に甚大な被害をもたらしました。この地震に地域社会はどう対応し、復興に向かったので
しょうか？ 様 な々資料を通して、その歴史をふりかえります。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日１限

A129 鉄道版フリートーキング 岡崎城西高校鉄道研究部
（岡崎城西高校） 高

245 旅行

鉄道について語り合ってみませんか。あなたにとって新たな発見があるかも知れません。
●定員：なし【単発】14日１限

A130 ペットボトルで「おもしろ実験」 岡崎城西高校生物化学部
（岡崎城西高校） 大

248 理科・実験
暑い夏だから，氷やドライアイスを使って冷たい実験やペットボトルで簡単な「おもしろ実験」を行います。夏休みの自由研究のヒントに！親子参
加も大歓迎です！！
●定員：なし【単発】14日１限

A131 アルミ缶アート制作体験会 宇野美紀子
(NPO法人CAN缶アートG) 大

252 芸術・工芸
空き缶（アルミ缶）を再利用してアート制作をします。用具はすべてこちらにて用意いたしますので、何も必要はありません。詳しくは、インターネット「アルミ缶のアート作品でリサイクルに貢献」で検索。
●定員：30名（先着順）●費用：材料代500円 ●持ち物：無し ●申込先：NPO法人CAN缶アートG 宇野美紀子 ●申込連絡先：090‐7601‐4818 ●申込先E‐mail:ruann@mbk.nifty.
com ●関連ページ：http://homepage３．nifty.com/ruann／【単発】14日１～４限

A132 披露！得意フレーズ１・２・３！ 岡崎城西高校軽音楽部
（岡崎城西高校） 大

255 音楽・踊り

人前に出るにはまだまだ練習不足。でもこのフレーズだけならやれるかも！そんな小心者たちの発表会です。
●定員：なし【単発】14日１限

A134 ほほえみの国タイ・バンコクの水環境 碇 丈巨
（なごやJICA会） 大

264 英語・国際
名古屋市はタイの水道事業に30年前から技術支援を行ってきました。本講座では水道専門家としてタイ・バンコクに派遣された講師の体験
を通じ国際協力のあり方と水環境についてみなさんと話し合いたいと思います。
●定員：なし【単発】14日１限

A135 計算が苦手なあなたも計算が楽しくなる！ 朽名 則澄
（大同大学大同高等学校） 高

271 数学・算数
計算が苦手なあなた 計算ができるようになるともっと楽しくなりますよ。
●定員：20名 ●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込連絡先：090‐9188‐8182 ●申込先E‐mail:n.kutuna@daido‐h.ed.jp【単
発】14日１限

A136 おもしろ科学実験 名経大市邨中高科学部
（名古屋経済大学市邨中学・高校科学部） 高

277 理科・実験
４～６月にかけて名経大市邨中学・高校の化学部員が練習してきた実験をみなさまと一緒に行います。べっこうあめ、プラ板・携帯ストラップ作りなど一緒に楽しみましょう。
●定員：150名 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：佐藤 豊 ●申込連絡先：052‐721‐0161 ●申込先E‐mail:yutaka6665@hotmail.co.jp【連続】14日１・２限、
15日１・２限

A137 2012年３月11日、被災地を歩く 牧野敏信
（大同大学大同高校） 大

296 その他
どうしても被災地を自分の眼で確かめたくて、３月９日～３月15日被災地を歩きました。ボランティアをするでなく、被災された方と交流するでなく、ただひたすら見て歩いただけの報
告です。
●定員：999名 ●費用：不要 ●持ち物：特になし ●申込先：特に必要なし ●申込連絡先：09091253384 ●申込先E‐mail:t.makino@daido‐h.ed.jp【単発】14日１・２限

A138 ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間展 愛知県原爆被災者の会 コープあいち
（愛知県原爆被災者の会 コープあいち） 高

300 平和

被爆から67年経た今日の時点に立って、被爆者が心を込めて企画編集した組写真です。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

A139 法律家（弁護士・裁判官・検事）になるには 元県会議員・弁護士 今井安榮
（今井安榮法律事務所） 高

317 ～なるには
ベテラン弁護士・新人弁護士・司法修習生の３人が開講する「なるには講座」。講座後半には高校生も交えて、1999年の「山口県光市母子殺害事件」と「18歳１ヶ月への死刑判決」について考えます。
●定員：40名（先着順）●費用：参加無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：今井安榮法律事務所 ●申込連絡先：052‐732‐1166 ●申込先E‐mail:info@imaiyasuei.com ●関連ページ：http://
www.imaiyasuei.com【単発】14日１・２限

A140 文章を書いてみましょう 矢野昭彦
（南山男子） 大

319 国語・文学

身のまわりにあるものを材料にして文章を書いてみましょう。
●定員：20名 ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日１限

A141 日本の災害を考える 鈴木 東 高
325 自然・環境
2011年３月11日に東日本大震災が起きて、約１万９千人が亡くなった。明治以降で、最大の災害は、関東大震災の約10万５千人であった。災
害の歴史をたどって、ひでり、大火、洪水など災害について考えよう。
●定員：なし（先着順）【単発】14日１限

A142 SPI２に挑戦！ 加藤 隆視
（杜若高校） 大

349 ～なるには
SPIとはSynthetic Personality Inventory の略で適性検査と捉えてもいいでしょう。高校生の就職試験では必ず筆記試験として課されます。大卒の場合も課されます。どうですか？
●定員：30名 ●費用：０ 円 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：サマセミ実行委員会 ●申込連絡先：090‐4229‐7701 ●申込先E‐mail:takashikyo3213@gmail.com
【連続】14日１・２限

A143 J‐POPを英詞で聴いてみよう！ 松井健一
（岡崎城西高校） 高

357 英語・国際

J‐POPは海外アーティストにカバーされていることもよくあります。英詞で歌われているものを聞きながら、別の角度から楽しんでみましょう！
●定員：なし ●持ち物：英語辞書【単発】14日１限

A144 ホームレス～家なき者の現実競争～ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
386 社会・歴史

現代のホームレス事情を知る絶大のチャンスです。ホームレスの方を招き、リアルな話をうかがいます。ぜひ来てください。
●定員：なし【単発】14日１限

A145 流しそうめんをつくりたい！！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
389 その他

流しそうめんをみんなで作って食べたい…！！
●定員：なし【単発】14日１限

A146 絵本ワークショップ 南部 祐造
（至学館高等学校） 高

406 芸術・工芸

飛び出す絵本を作ります。絵本はめくる驚きだ！
●定員：なし【単発】14日１限

A147 バレーボールは凄い！東北のパワーも凄い！ 安城学園高校バレー部
（安城学園高校） 高

407 福祉・養護
気仙沼の町の風景を見て言葉がなかった。でも、私達だから出来る事。そんな想いから、気仙沼でバレーボール教室をしてきました。私達にし
か伝える事の出来ない事の出来ないメッセージを今ここに・・・。
●定員：30名 ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：安城学園高校 ●申込連絡先：0566‐76‐5105【単発】14日１限
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A148 とんぼ玉をつくろう 奥村勇樹・横田佳保里・武田創ほか
（東海中学・高校ほか） 高

414 芸術・工芸
さまざまな色ガラスをガスバーナーで溶かして「とんぼ玉」を作ってみませんか？生きもののように変化するガラスはとても綺麗です。火の扱いが悪いと割れてしまうので、できあがるまでのドキドキ感も楽しい
です。
●定員：10名 ●費用：300円 ●持ち物：エプロン（ガラスが割れる危険から守るため）●申込先：奥村勇樹（東海中学）・紺野一弘（東海高校）●申込連絡先：052‐936‐5112【連続】14日１・２限

A149 ヘタでいい ヘタがいい の絵手紙講座 鶴田由美子
（享栄高等学校） 高

419 趣味
季節の絵手紙をかきます。ハガキに夏の絵をかいてひとこと言葉をそえて友人、知人に手紙を送る楽しさを味わいます。絵が苦手な人も文が
得意でない人にも、ちゃんと仕上がる指導です。お楽しみに！
●定員：30名（先着順）●費用：300円 ●持ち物：なし【単発】14日１限

A150 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

A151 バンドクリニック 安城学園軽音部
（安城学園） 大

434 音楽・踊り
今回のバンド企画は30分間の公開練習＋本番１曲の形式で行います。MI‐ジャパンさんからアドバイスをもらい、勉強します。１～４限通し参
加が条件です。定員：先着10バンド
●定員：40名（先着順）●申込先E‐mail:samasemiband@gmail.com【連続】14日１～４限

A152 ネイルケア＆カラー講習 金井静代
（日本ネイリスト協会） 高

443 趣味
正確なネイルケアを学ぶことにより近年増えているネイルトラブルを防ぎ、衛生・安全なネイルを楽しみませんか？爪先のおしゃれは気分が明る
くなりますよ！マニュキュアが長持ちするコツもお教えします。
●定員：20名 ●費用：300円【単発】14日１限

A153 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

A155 日本人ってどんな人 伊藤 瑛祐 大
483 国語・文学

日本人と欧米人を比較して、日本人の本当にいいところ、わるいところを発見してみよう。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日１限

A156 リズムにのって楽しくダンス 関山三喜夫
（関山三喜夫舞踊団代表）（名東区芸術文化フォーラム） 高

497 音楽・踊り
歩くことから始まる私たちの動き。正しく美しくリズミカルに歩く。そこから美しく、健康な身体を作りダンスが始まります。柔軟で敏捷性を養いましょう。
●定員：25名（先着順）●持ち物：運動のできる服装（スカート不可）●申込先：関山三喜夫 ●申込連絡先：052‐703‐8971【単発】14日
１限

A157 和紙でブローチ 藤田 敦子
（名経大市邨） 高

500 芸術・工芸

一枚でいろいろな顔を見せる和紙。楽しんでみませんか。
●定員：10名 ●持ち物：はさみ、ペン【単発】14日１限

A158 楽しくかんたん！脳を若返らせる音楽良法 渡辺きくこ
（音楽療法士）（聖霊高等学校） 大

511 保体・健康
音楽を用いて座位で楽しく簡単にできる脳トレを意識したプログラム。シニア世代やハンディのある方のリハビリにも使え、介護予防に役立ちま
す。音楽良法を勉強したい人も是非一度体験しにきて下さい。歌唱・楽奏有。
●定員：20名（先着順）●費用：500円（資料および楽器代）●持ち物：動きやすい服装 あれば、小さな鏡【単発】14日１・２限

A159 みんなでHIP HOPを踊ろう！ 市川理恵 高
523 保体・健康
みんなで楽しくHIP HOPダンスを踊りましょう。
●定員：30名（先着順）●持ち物：だんすができる服装・シューズ・タオル・飲み物 ●申込先：名古屋経済大学市邨高校ダンス部中村富代
●申込連絡先：052‐721‐0161【単発】14日１限

A160 「謎の彼女X」の物理学 角谷 学
（至学館高等学校） 高

549 理科・実験
今年の東京大学五月祭で東大を謎に包み込んだ彼女を物理学します。ピンクドラムとどちらにしようか迷ったんですが、完結していないこち
らを選びました。皆さんで謎の講師による謎の講座を聞きに来てください。
●定員：なし【単発】14日１限

A161 手ツボde健康セルフチェック 前本 洋治郎
（至学館高等学校） 大

550 保体・健康
「体がだるい」「胃の調子が悪い」…そんな体の不調を感じていませんか？ 手ツボは刺激することで全身のツライ状態を解消できます。自分
の手ツボを押して、体の健康をチェックしましょう。
●定員：なし【連続】14日１限

A162 NOSS（ノス）ってナニ？ 西川長秀・西川茂と紗
（名東区芸術文化フォーラム） 高

574 保体・健康
NOSS＝にほん・おどり・スポーツ・サイエンスとは、日本舞踊の動きを使った健康体操。ゆったりとした曲で、ストレッチ・有酸素運動・筋肉トレーニングを行い、和のフィットネスで、さわやかに汗をかき
ます。
●定員：15名 ●持ち物：運動のできる形・飲み物・タオル ●申込先：西川長秀 ●申込連絡先：0527759427 ●申込先E‐mail:Ovc3265v31g５r５u@ezweb.ne.jp【連続】14日１・２限

A163 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

579 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】14日１～４限

A164 動物占い 南谷明里
（同朋高等学校） 高

584 趣味

自分のキャラクターを知りたくありませんか？
●定員：なし【単発】14日１限

A165 目で見て納得！暮らしの中の電磁波のこと 電磁波測定士 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

605 理科・実験
なんとなく「よくないらしい」と聞くけれど、実は知らない電磁波のこと。それは放射線と同じで見えないから。電磁波の正しい知識を知り、測定器
を使って目と身体で体感する納得型の電磁波セミナーです。
●定員：なし【単発】14日１限、16日１限

A166 日本語学入門～「えせ関西弁」を話すコツ～ 青山大輔
（東邦高等学校） 大

613 国語・文学
「えせ関西人の話す関西弁って気持ち悪い！」「なぜ外国人の話す日本語はなまってるの？」そんな疑問を感じたことがある人は多いのでは。
その仕組みを基本から解き明かしてみませんか。ものの見方が変わりますよ。
●定員：なし【単発】14日１限

A167 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

623 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

A168 演劇やろうぜ！ 名経大高蔵演劇部 大
626 文化・芸能
本校演劇部は毎年クリスマスシーズンに無料のミュージカル公演を行っています。今年は「青い鳥」を上演します。歌が好き。踊るのが好き。ミ
ュージカルが好きな人、一緒に素敵な時間を過ごしましょう。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装【単発】14日１限

A169 人間関係ってなんだろう？ 南山大学人間関係ゼミ
（南山大学心理人間学科人間関係ゼミ） 高

631 総合学習
南山大学の模擬授業をゼミの学生が企画、運営します。人と人が関わるってどういうことだろう？グループであるゲームをやってみて、人間関
係やコニュニケーションについて考えてみましょう。
●定員：なし（先着順）●持ち物：筆記用具【単発】14日１限

A170 イギリスコメディ禁断の世界へようこそ 花田達郎
（名経大高蔵高校） 大

637 社会・歴史
日本では、あまり見かけることのないイギリスコメディ。代表的な作品を鑑賞します。ただし、爆笑することはないので、ご注意ください。「不快
だ」という「苦情」を一切受け付けることはありません！！
●定員：なし【単発】14日１限

A171 Active reading 中庭祐樹 高
645 英語・国際

社会で求められている英語力は机の上の勉強だけでは身につきません。英語を英語で理解できるまで音読し、反射神経を鍛えましょう。
●定員：なし【単発】14日１限

A172 カードマジック入門 太田 正和
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

653 趣味

トランプ１つだけで浪漫飛行へIn the Summer Seminar！！カードマジックを楽しみましょう。
●定員：なし ●持ち物：トランプ【単発】14日１限

A173 朝鮮家庭料理教室 オモニ会
（愛知朝鮮中高級学校） 本

664 料理・手芸
愛知朝鮮中高級学校のオモニ会の父母が教える、朝鮮の家庭料理です。内容はチヂミ、タッカルビ（鳥もも肉の朝鮮風いため）です。
●定員：30名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：エプロン、持ち帰りたい方はタッパーなど ●申込先：キン ミス ●申込連絡先：
09026860186【連続】14日１限

A174 ベビーおけいこお試しプチ体験講座 神道・小坂、ほか
(COHAL‐Cafe) 大

667 教育・子育
ベビーサイン、ベビーマッサージ、ベビーヨガ、ベビーダンス、ベビーイングリッシュ、ベビーアート、数 あ々るベビーのおけいこを少しずつ試してみて、自分とベビーに最適なおけいこを見つけてください！
●定員：15名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：jindo@visionary‐life.co.jp ●申込連絡先：090‐7690‐6383 ●申込先E‐mail:jindo@visionary‐life.co.jp ●関連ページ：
http://cohal‐cafe.com【単発】14日１限、15日１限、16日１限

A175 節電戦隊！古い蛍光灯をカエルンジャー 石井 伸弘
（電気をカエル計画） 大

680 自然・環境
日本全体の電力消費を5％減らしちゃおう！自分のよくいくお店、施設の蛍光灯が古いタイプか調べてみる。古いタイプの照明は約６割、いくら節電！電気代が浮くか「カエルレンジャー」になって調べてみよう。
●定員：40名（先着順）●費用：０●持ち物：携帯電話 ●申込先：今井光代 ●申込連絡先：090‐4867‐0486 ●申込先E‐mail:mitsu‐im@yk.commufa.jp ●関連ページ：http://kaerunja.
wordpress.com／【単発】14日１限

A176 大学生が見てきたリアルな世界 伊藤里奈・サマップ
(AIESEC南山大学委員会） 高

694 英語・国際
AIESECという団体を通じて、開発の海外インターンシップに参加した大学生が、貧困など現地の生の様子、自身が感じたことなどを伝えま
す。そこから、今私たちが社会問題に対して何ができるか考えてみませんか？
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www.aiesec.jp／【単発】14日１限、14日４限

A177 Street Dance MARIA 大
696 音楽・踊り

主にHIP‐HOPをやります。初心者の方も大歓迎！！ダンスの好きな子この指止まれ！I LOVE DANCE!
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：飲み物、タオル、運動できる服、靴【単発】14日１・２限

A178 新しい音楽との出会い方 �木 振一郎
（同朋高校） 大

709 趣味

流行りの音楽、個性のない音楽に飽きてしまった音楽好きの皆さん、新しい音楽と出会ってみませんか？
●定員：なし ●費用：なし【単発】14日１限

A179 インド式計算って何？ 川西徳弘
（南山男子部） 高

726 数学・算数
IT大国インドでは、２桁暗算がすらすらできるインド式算数術が教えられています。日常生活でも大変役に立つこのインド式計算方法をマス
ターしましょう！
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日１限

A180 囲碁講座 大谷光秋
（中京大学附属中京高等学校） 高

728 趣味
初心者歓迎。楽しく囲碁をうちませんか。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：大谷光秋 ●申込連絡先：052‐761‐5311 ●申込先E‐mail:icb
45858@nifty.com【単発】14日１限

A181 合気道入門講座 臼井 明、合気道部
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

733 保体・健康
毎年多くの方に参加していただいている恒例の講座。現代では、自分で自分の身を守ることが必要です。誰でもできる合気道の基本技や護
身術を紹介しますので、安心してご参加下さい。
●定員：なし ●持ち物：運動のできる服装、タオル【単発】14日１限

A182 ボクシングやろう。 河村 浩治
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

738 趣味

日常のストレスをパンチにのせてふっとばそう！
●定員：なし ●持ち物：運動のできる服装【単発】14日１限

A183 万年筆の基礎講座 市川庸輔
（名経大市邨） 高

741 趣味
万年筆初心者からベテランまで。万年筆を使ってみたいという方、お手持ちのペンに”書きにくさ”を感じている方、簡単なお手入れの方法から
長く付き合うコツまで、一緒にお話できたらと思います。
●定員：なし ●持ち物：持っている方はお手持ちの万年筆【単発】14日１限

A184 誰でもカンタン！パステルアート �井 悠未
(fromHEART) 高

766 芸術・工芸
最近注目のパステルアート。カンタンに優しい色合いで自分らしい絵が描けると評判です。あなたも自分だけのオンリーアートを描いてみませんか？使ったパステルはお持ち帰りいただけます。
●定員：24名 ●費用：材料費500円 ●持ち物：カッター・ハンドタオル（おしぼり）●申込先：fromHEART（フロムハート）●申込連絡先：052‐806‐8042 ●申込先E‐mail:
fromheart_nagoya@ybb.ne.jp ●関連ページ：http://fromheart.livedoor.biz／【単発】14日１限

A185 クイズの裏側教えます 山北雄哉
（南山男子部） 大

769 趣味

クイズ番組などで使われる問題について、クイズを作る立場から話します。
●定員：37名 ●費用：なし ●持ち物：ノート、筆記用具【単発】14日１限

A186 癒し効果！二胡の魅力 進行 岡田紘幸
（チャイナル！日本） 大

777 文化・芸能
独特の音色を持つ二胡、そのプロが初心者向けに演奏し、解説します。いわば二胡入門編。また名古屋に長く生活する華僑としての思いも
語ります。今年９月１日には友好演奏会も実施。運営側で少し手伝ってみませんか。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】14日１限

A187 ピースあいち・震災と戦争展パネルの読み方 西形久司
（東海中学・高校） 高

814 平和
戦争末期に愛知県を襲った東南海・三河の２つの地震。原発震災を経た「いま」の視点から、68年前の震災を照射する。今回のサマセミでの
パネル展をより深く理解するために。ピースあいちとの連携講座。
●定員：なし【単発】14日１限

A188 あなたも指揮者 東海中高オーケストラ部
（東海中学・高校） 大

815 音楽・踊り
あなたは「のだめカンタービレ」の千秋のようなカッコイイ指揮をしてみたいと思いませんか？曲は誰でも聴いたことがある「ラデツキー行進曲」で
す。他にもミニコンサートを企画中です。FAXで申しこんで下さい
●定員：なし ●申込先：東海高校・西村 ●申込連絡先：052‐936‐5195【連続】14日１・２限

A189 My実物教材コレクション 小田忠市郎
（東海中学・高校） 高

821 社会・歴史
私が長年にわたり、日本全国＆世界各国から収集した「地理」の授業で使っている実物教材（持ち運びが大変なので小さめのもの）のいくつ
かを紹介したいと思います。
●定員：なし【単発】14日１限

A190 剣道の練習、試合、審判の勉強をしよう！ 近藤 治彦
（杜若高校） 高

841 保体・健康

一緒に稽古・試合をしていい汗を流しませんか？
●定員：なし ●費用：なし。●持ち物：剣道着、剣道防具、竹刀、【連続】14日１・２限

A191 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

856 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

A192 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

862 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

A193 漫研交流会～みんながマンガ家～ 同朋高校漫画研究部 高
864 芸術・工芸
毎年好評の漫研交流会を今年も開いちゃいます。愛知県下の漫研部員、マンガ家志望の人たちは是非集まってください。当日はゲストも来ら
れるかもしれません。
●定員：なし【単発】14日１限

A194 籐ででバックを作ろう！！ 高橋 常子 高
892 趣味
今年もたっぷり時間をとりましたので、１日で仕上がるバックを用意しました。ぜひ体験し「籐」を知ってください。そして自分で作成したバックで
お出かけしましょう！
●定員：なし ●費用：500～700円 ●持ち物：はさみ、定規 ●申込先：高橋常子 ●申込連絡先：052‐762‐3395【連続】14日１～４限

A195 スイーツな文房具を作ろう！！ 吉岡 英代 高
893 趣味
リアルでかわいいフェイク・スイーツで、シャープペンなど文房具をデコってみませんか？あなただけのオリジナル作品！これで勉強もはかどる…
ハズ！！
●定員：なし ●費用：500円位 ●持ち物：なし【連続】14日１・２限

A196 微生物を観察してみよう 内田 裕史と理科部の生徒達
（名経大高蔵） 高

895 理科・実験
日頃の生活では目にすることのできない微生物（ボルボックスなど）を顕微鏡で観察してみませんか？教科書に載ってはいるがなかなか観察
できない微生物をじかに観察し、実際の大きさや生態も理解してみましょう。
●定員：なし【単発】14日１限

A197 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

A198 たかくらんらん♪マジック講座 佐藤翼、平野朋子
（名経大高蔵） 大

901 趣味
不思議で驚きたっぷりのマジックが、みなさんを感動の世界へ連れていきます。タネを見破れるかどうか、挑戦してみませんか？お手軽にできる
マジックもお教えしますので、覚えればあなたもマジシャンに！
●定員：なし【単発】14日１限

A199 南女☆ドッジボール 吉田有希
（南山高校女子部） 高

920 保体・健康

みんなでドッジボールをしましょー！！！
●定員：なし【単発】14日１限

A200 楽しい！！科学実験！！ 至学館高校 自然科学部
（至） 高

925 理科・実験

至学館高校の自然科学部のメンバー達と、楽しく実験をしよう！必要なものは、実験を楽しもうとする気持ちです！！
●定員：なし【単発】14日１限

A201 バレーボールをしよう！！ 愛知淑徳学内フェス
（淑徳高校） 大

927 保体・健康

みんなで楽しく、バレーボールをしよう！！
●定員：なし【単発】14日１限

A202 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

A203 ニュージーランドの歩き方 坂井健悟 高
967 旅行
大自然に恵まれた魅力たっぷりのニュージーランドについて、ご紹介したいと思います。ニュージーランドに行ったことがある人でも、一度も行っ
たことがない人でも、どなたでもご参加下さい。
●定員：なし【単発】14日１限

A204 都市伝説講座 神谷昇吾 高
995 その他

世の中のあらゆる都市伝説を幾つか説明、研究していく。例えば、2012年の人類滅亡などを発掘していく。
●定員：なし【単発】14日１限
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A205 ”気功”って何？ご体験下さい。本物です！ 山田尚実
（世界医学気功学会 会員） 大

1023 保体・健康
”中医気功” 経絡の流れを良くして、私たちの自然治癒力を高める中国伝統の健康法です。冷え性、肩こり、腰がだるい、集中力がない
等々、ご自身で治していくので”内側からの輝き！”増してきますのでお楽しみに。
●定員：なし【単発】14日１限

A206 東邦陸上部と陸上しましょ 東邦陸上部
（東邦高校） 高

1024 保体・健康
私達と一緒に短距離種目「100m」「走り高跳び」を楽しみながら体験しましょう。走るのが好き、体力づくりをしたい人は是非是非ご参加下さ
い！未経験者も大歓迎です。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる服装（ジャージなど）【単発】14日１限

WA01 野生のニホンリス、ムササビのフィールドを 北山克己
（守山リス研究会） フ

９ 自然・環境
９：30から14:30まで名古屋市守山区の東谷山で、野生の哺乳類が生息する状況と歴史、棲息条件、保全のための活動や自動撮影装置の設置利用状況、里山の歴史と動物などを現地で学びます。
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：お弁当、水筒、カメラ、筆記具、登山用の服装、長袖、長ズボン、ボウシ ●申込先：北山克己 ●申込連絡先：090‐9191‐0087 ●申込先E‐mail:risuken@
kzc.biglobe.ne.jp ●関連ページ：http://www.asahi‐net.or.jp／�fb４m‐iszk/risuken ●集合場所：名古屋市守山区上志段味 東谷山 ●集合時間：09:30【単発】14日１～３限

WA02 戦没画学生慰霊美術館・無言館 鷹羽正明
（弥富高校＆海南ブロック） フ

24 平和
「一度だけでいゝ あなたに見せたい絵がある」（窪島誠一郎氏・無言館館主）弥富高校PTA文化サークルささゆり、の今年で９回目のフィールドワークです。詳しい案内を差し上げます。ご連絡ください。
●定員：20名（先着順）●費用：3,000円（諸経費込）●持ち物：なし ●申込先：鷹羽正明 ●申込連絡先：090‐2614‐1147 ●申込先E‐mail:kaiketu‐takanohane@docomo.ne.jp ●集合
場所：弥富高校スクールバス駐車場 ●集合時間：08:00【単発】14日１～４限

WA03 定光寺自然散策と昆虫採集 若園太希
（南山高等学校男子部・理科部生物班） フ

448 自然・環境
名古屋駅から電車にゆられてること約30分。定光寺周辺にはまだたくさんの自然が残っています。みなさんも昆虫採集や植物とふれあいながら自然散策しませんか？（雨天中止）
●定員：なし ●持ち物：軽めの昼食・水筒・動きやすい服装（帽子、長袖、長ズボンがのぞましい）捕虫網 ●申込連絡先：090‐2948‐8260 ●申込先E‐mail:taiki.w_biology
@docomo.ne.jp ●集合場所：JR中央線定光寺駅改札を出てすぐの駐車場 ●集合時間：10:00【単発】14日１～４限

WA04 浴衣を来て日本舞踊を楽しき体験しよう！ 西川 長秀
（名東区芸術文化フォーラム） フ

492 文化・芸能
浴衣の楽しい着付けから、和服を着ての美しい立ち居、振る舞いを、日本舞踊を通して楽しく体験していただきます。(４講座ありますが、連続でも、１回のみでも受講できます。）
●定員：15名 ●持ち物：浴衣一式（足袋も含む） レンタルもあります ●申込先：西川 長秀 ●申込連絡先：052‐775‐9427 ●申込先E‐mail:Ovc3265v31g５r５u
@ezweb.ne.jp ●集合場所：地下鉄「一社駅」北出口 ●集合時間：09:10【連続】14日１限

WA05 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：中央道 恵那峡SA ●集合時間：10:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WA06 エリアフィッシングに行こう！ 赤坂 学
（大同大学大同高等学校） フ

652 趣味
信州・平谷湖でエリアフィッシングを楽しみませんか？帰りに温泉で疲れを癒しましょう。
●定員：５名 ●費用：5,000円 ●持ち物：ルアー用釣具一式 ●申込先：赤坂 学 ●申込連絡先：090‐7913‐9805 ●申込先E‐mail:
n.kutuna@daido‐h.ed.jp ●集合場所：名鉄常滑線大同町駅ロータリー ●集合時間：06:00【連続】14日１～４限

WA07 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WA08 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WA09 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WA10 新着ウェディングドレスの試着 近藤諭美
（名古屋ウェディングフラワービューティ学院） フ

910 ～なるには
神田うのさん、佐々木希さん、上戸彩さんドレス等最新モデルが100着以上。当日はお好きなドレスをアクセサリーと共に試着していただけます。花嫁体験を通して『ブライダルの今』を学べます。
●定員：12名 ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 ●申込連絡先：052‐917‐0001 ●申込先E‐mail:kouhou@nwfb.ac.jp ●関連
ページ：http://www.nwfb.ac.jp ●集合場所：名古屋ウェディングフラワービューティ学院 ●集合時間：09:50【単発】14日１・２限

WA11 戦争体験をきこう ピースあいち フ
942 平和
例年８月にピース愛知で行われている講座が一足早くサマセミにやってきます。戦争体験者の貴重なお話を、東邦会場から少しだけ足を伸ばしてお聞きください。（椙山中高の企画のため、定員が減る
可能性があります）
●定員：15名（先着順）●申込先：椙山女学園中学校社会科「戦争体験をきこう」担当者村上 ●申込連絡先：052‐751‐8131 ●集合場所：ピースあいち ●集合時間：10:50【連続】14日１～４限

B001 食品表示から学ぶ食の「安全」と「安心」 市川まりこ
（食のコミュニケーション円卓会議） 高

58 科学・技術
食品表示は、消費者と生産者を結ぶ直接のコミュニケーションです。でも、知っているようで意外と知らないことも多いのではないでしょうか。食
品表示を知ると、食の安全と安心のことまでわかってきます！
●定員：なし（先着順）●持ち物：筆記用具【単発】14日２限

B002 カラーを知るとおもしろい 岡部 純子 高
68 ～なるには
人にはそれぞれ個性があるように似合う色パーソナルカラーがあります。お友達にあげるプレゼントを選ぶとき、面接の時の服装など人生のあ
るゆる場面にパーソナルカラーを取り入れてみませんか。
●定員：なし【単発】14日２限

B003 「恋愛のポジとネガ」 いのちと性を伝える出前講座はぐ
(WADN実行委員会） 高

81 人生
学校の授業ではなかなか無い恋愛まじめワークです。恋愛のポジティブな側面とネガティブな側面を伝えます。恋人と異性の友人のつきあい
のバランス・人間関係とコミュニケーション・・身近な？知ってすてきな恋愛を！
●定員：30名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し ●申込先：無し ●関連ページ：無し【単発】14日２限

B004 オリジナルカードを作ろう 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

89 趣味

普段ふれあうことの少ないマーブリングという技法にふれあって、自分だけのオリジナルカードを作ろう
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：特になし【連続】14日２～４限

B005 WFP講座 ストップ ザ ハンガー 森下雅浩
（国連WFP協会なごや） 高

117 平和

世界では７人に１人が飢えに苦しんでいます。飢餓の現状と原因、そして、WFPの取り組みを報告します。
●定員：なし【単発】14日２限

B006 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

B007 みなでやってしまえる 日本経済の活性化 澤上篤人
（さわかみ投信株式会社） 大

415 その他
日本の一般生活者は、世界最大の眠れる資源をもっていることに気づいていない。ほんのちょっと預貯金を動かしてやるだけで、日本経済は
たちまち元気いっぱいになる。
●定員：100名 ●費用：無料【単発】14日２限

B008 ハチの行動からさぐる花の進化のヒミツ 牧野崇司
（山形大学理学部研究支援者） 高

649 自然・環境
あざやかな色や甘い香りで私たちを魅了する多種多様な花々。その進化のウラには、蜜などを求めてやってくる動物たちとの驚くべき駆け引き
が隠されている。そんな花のヒミツに迫る研究の一端をやさしく解説します！
●定員：なし【単発】14日２限

B009 年金を心配するのはもうやめよう 臼杵 政治
（公立大学法人名古屋市立大学経済学研究科） 高

754 社会・歴史
テレビや新聞は毎日のように年金の問題をとりあげています。日本経済そのものが少子高齢化の影響を受けている今、効果的な政策が本当
にあるのか、世代間の助け合いとされる制度の仕組みから解き明かしてみましょう。
●定員：なし【単発】14日２限

B010 ほほえみの国タイ・バンコクの水環境 碇 丈臣
（なごやJICA会） 大

776 英語・国際
名古屋市はタイの水道事業に30年前から技術協力を行ってきました。本講座では水道専門家としてタイ・バンコクに派遣された講師の体験
を通じ、国際協力のあり方と水環境についてみなさんと話しあいたいと思います。
●定員：なし【単発】14日２限

B011 「大学の実力」徹底活用ゼミ 松本 美奈
（読売新聞東京本社記者） 大

991 教育・子育
なぜ大学？なぜその大学？偏差値で「入れる大学」でいい？あなたの可能性を引き出す「行きたい大学」に進む？充実した学生生活をゲットす
るための「大学の実力」徹底読み解き術をお伝えします。
●定員：30名【単発】14日２限

B012 ボロン森の歌の演奏とお話 ボロン
（ミュージシャン） 大

1016 音楽・踊り
ボロンの歌はなつかしい魂のわらべうた。この美しい自然が教えてくれる大切な事、いのちの輝き、心、愛、仲間と手をつないで生きていくこと。
子供からご老人まで心が暖かくなる優しい歌をお届けします。
●定員：なし【単発】14日２限

B013 「安土幕府」論 藤田達生
（三重大学教授） 大

770 社会・歴史
室町幕府の滅亡から織田政権の成立までの時期についての新見解をお話しする。将軍足利義昭との対立の中で信長が構想したのが「安
土幕府」である。ふたつの幕府、二人の将軍の抗争の中に本能寺の変を位置づける。
●定員：なし【単発】16日４限

B101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

B102 龍馬伝 正しい土佐弁講座２ 大原 信男・中村 佳子
（高知県立伊野商業高等学校・大方高等学校） 高

15 文化・芸能
昨年に続き、龍馬伝の再現VTRを観ていただきながら、正しい土佐弁の使い方や、そのバリエーション、また活用方法を交えて高知の観光の
魅力をPRさせていただければと思っています。
●定員：なし【単発】14日２・３限

B103 大学を選ぶってどんな事 平田 憲英 高
21 ～なるには

どこの大学にも似たような学部・学科名で困ってないだろうか？周りの皆と差をつけよう
●定員：なし ●費用：０【単発】14日２限

B104 初めてのドイツ語 出町 大河
（高知大学人文学部国コミDeutsch�） 高

27 英語・国際
Guten Tag！！「初めての」ドイツ語を一緒に学んでみませんか？ 英語のABCが分かれば誰でも参加出来ますよ♪
●定員：なし（先着順）●持ち物：筆記用具、英語のアルファベートの復習 ●関連ページ：http://einigkeit.blog111.fc２．com／【単発】
14日１・２限

B105 やってみた！協力隊→学生→被災地支援まで 久保 貴史
(（公社）青年海外協力協会 中部支部） 高

32 人生
中東のシリアで２年間活動した青年海外協力隊OBが開催する講座。帰国後は大学から大学院と進学し卒業、そして岩手県遠野市で沿岸被災地の復興支援業務に携わり、現在に至るまでのストーリーをご紹介致します。
●定員：35名 ●費用：もちろん無料！●持ち物：筆記用具 ●申込先：申込やお問い合わせは、以下の連絡先まで！（空きがあれば当日飛入り参加もOK！●申込連絡先：052‐459‐7224 ●申込先E‐mail:chubu‐br@
joca.or.jp【単発】14日２限

B106 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

B107 将来外国語を使って仕事をしたい学生さんへ 兼田誠・堀田本宣
（ビジネスプラン交流会） 高

55 英語・国際
自信をもって外国人とコミュケーションが出来る３つの提案 �これから語学が必要な理由 � 自信がもてる立ち振る舞い � 効果的な語学の学び方
●定員：25名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：ノート。筆記用具 ●申込先：http://form１．fc２．com/form/?id=759198 ●申込連絡先：09081592032 ●申込先E‐
mail:motonobu_h@hotmail.com ●関連ページ：http://ameblo.jp/motonobuhotta/entry‐11240044663.html【単発】14日２限

B108 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

85 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐに出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付
き♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】14日１～４限

B109 写真家安世鴻写真（スライド）と講演の会 安世鴻
（重重ー安世鴻日本軍「慰安婦」写真展実行委） 大

126 社会・歴史
90年代より中国に置き去りにされた朝鮮人日本軍「慰安婦」被害女性の写真を撮り続けてきた韓国人写真家・安世鴻の被害女性たちとの出会いと彼女たちの生きざまと現在の生活の実態を見たままに語ります。
●定員：45名 ●費用：０円 ●持ち物：ノートパソコン ●申込先：重重ー安世鴻日本軍「慰安婦」写真展実行委員会 ●申込連絡先：080‐6952‐7849 ●申込先E‐mail:ianfu@juju‐project.net ●関連
ページ：http://juju‐project.net／【連続】14日２限

B110 詩を書こう～心の欠片を言葉にしたら～ 愛知詩人会議会員と「沃野」編集長岡田忠昭
（愛知詩人会議・名古屋中学） 高

131 国語・文学
誰だって自分だけの心を持っている／その人だけの想いがある／それを素直に言葉にしたら／あなただけの詩になる＊みんなでサマセミ詩集を作りましょう！＊７月７日１時より東図書館集会室でプレイベントを行
います。
●定員：15名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：自作の詩を７月８日までに提出 ●申込先：岡田忠昭 ●申込連絡先：352‐3647 ●申込先E‐mail:qqe24kd９＠seagreen.ocn.ne.jp【連続】14日１・２限

B111 南京大虐殺と河村名古屋市長の発言 平山良平
(＜ノーモア南京＞名古屋の会） 高

153 平和
南京大虐殺とはどのような事件であったのか。河村名古屋市長の「通常の戦闘はあって残念だが、いわゆる南京事件はなかったのではない
か」について検証します。
●定員：なし ●費用：筆記用具【連続】14日１・２限

B112 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

B113 バルーンアートを楽しもう！ 清野 右子
（桜丘高等学校） 高

174 趣味

バルーンで動物を作ってみよう！おとうさん、お子さんに作って自慢してみませんか？ちびっこさん、楽しんでやってみましょう！
●定員：20名 ●費用：100円（風船代です）●持ち物：特になし（手のつめを切ってきてください。）【単発】14日２限

B114 “赤ちゃんたまご”を作ろう！！ 前田弘子
（前田助産院） 大

179 教育・子育
４ヶ月の胎児人形を作ります。コンドームに砂を入れて布を縫います。針と糸を使えたら誰でもご参加頂けます。一針ずつ縫いながら命の大切
さを再確認し、せめてコンドームの扱い方を知って欲しいという生（命）教育。
●定員：なし（先着順）●費用：材料費500円 ●関連ページ：http://www.la‐cuna.net／【連続】14日１～４限

B115 不思議なペーパークラフトを作ろう！（�） 豊玉 教雄 大
197 趣味
裏返る立体、錯覚の立体を作成して、不思議な感覚を体験しよう。
●定員：15名 ●費用：０円 ●持ち物：はさみ、のり、接着剤、セロテープ ●申込連絡先：052‐782‐7857 ●申込先E‐mail:NBK06703
@nifty.com【単発】14日２限

B116 ベンチプレス講座 岡崎城西高校パワーリフティング部
（岡崎城西高校） 高

198 保体・健康

ベンチプレスで自分がどれくらいあげられるか挑戦しませんか？正しいフォームを教えます。気軽に来てください。
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：なし【単発】14日２限

B117 ちょんまげ隊の被災地支援報告 角田 寛和
(Smile for Nippon) 大

222 総合学習
ちょんまげ＆鎧姿でサッカー日本代表の応援に世界中を歩く「ちょんまげ隊長」が名古屋入り！！震災以降は、ちょんまげ支援隊として、被災地支援を
繰り返しています。今だからこそ被災地に必要なことを伝授！
●定員：50名（先着順）●費用：０●持ち物：なし ●関連ページ：http://digest.culturalnews.com/?p=372【単発】14日２・３限、16日２・３限

B118 アニメ教室 岡崎城西高校漫画研究部
（岡崎城西高校） 高

224 芸術・工芸
我が部で自主制作されたアニメを放映し、昔のアニメ技術として使われたセル画に描かれたアニメキャラクターの色塗りなどの体験をしてもら
い、アニメづくりを味わってもらおうと考えています。
●定員：30名【単発】14日２限

B119 東日本大震災における災害派遣活動 大西喜隆
（防衛省陸上自衛隊愛知地方協力本部） 高

231 社会・歴史
東日本大震災で何があったのか。災害派遣活動に約２カ月間従事した自衛隊員が、悲惨な現状の中での自衛隊の活動を紹介し、今、日
常生活を送る上で何ができるかを参加者のみなさんと考えたいと思います。
●定員：なし ●関連ページ：www.mod.go.jp/pco/aichi／【単発】14日２限

B120 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

B121 笑顔工房 なすけん 大
233 その他
昨年の「あそVIVA！」がグレードアップして帰ってくる！今年のテーマは、ズバリ・・・「笑顔」！！何をやるかは、当日のお楽しみ！あなたもこの講座で

「笑顔」をつくりましょう！！
●定員：20名【単発】14日１・２限、16日１・２限

B122 バックギャモンで世界を目指そう バック我毛郎２世
（東海学園高校） 高

237 趣味

古くは平安時代に伝わり、双六の名の由来となったボードゲーム。ルールは簡単、「知力」と「運」で初心者もベテランに勝つチャンスあり。
●定員：12名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し ●申込先E‐mail:shirojogador@yahoo.co.jp【単発】14日１～４限

B123 アルミ缶アート制作体験会 宇野美紀子
(NPO法人CAN缶アートG) 大

252 芸術・工芸
空き缶（アルミ缶）を再利用してアート制作をします。用具はすべてこちらにて用意いたしますので、何も必要はありません。詳しくは、インターネット「アルミ缶のアート作品でリサイクルに貢献」で検索。
●定員：30名（先着順）●費用：材料代500円 ●持ち物：無し ●申込先：NPO法人CAN缶アートG 宇野美紀子 ●申込連絡先：090‐7601‐4818 ●申込先E‐mail:ruann@mbk.nifty.
com ●関連ページ：http://homepage３．nifty.com/ruann／【単発】14日１～４限

B124 受験世界史（センター試験対策） 伊藤雅弘
（岡崎城西高校） 高

253 社会・歴史

古代オリエントから古代インドまでを総復習します。だいたい２年生の１学期に学習した範囲です。
●定員：20名 ●持ち物：使用している教科書、資料集【単発】14日２限

B126 ハングルひとことまる覚え！ 成野 崇四郎 高
272 英語・国際

正しい発音とアクセントで決まり文句をまる覚えします
●定員：20名 ●費用：100【単発】14日２限

B127 おもしろ科学実験 名経大市邨中高科学部
（名古屋経済大学市邨中学・高校科学部） 高

277 理科・実験
４～６月にかけて名経大市邨中学・高校の化学部員が練習してきた実験をみなさまと一緒に行います。べっこうあめ、プラ板・携帯ストラップ作りなど一緒に楽しみましょう。
●定員：150名 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：佐藤 豊 ●申込連絡先：052‐721‐0161 ●申込先E‐mail:yutaka6665@hotmail.co.jp【連続】14日１・２限、
15日１・２限

B128 医療事務体験講座 小川 良根
（株式会社日本医療事務センター） 高

279 ～なるには
講師による模擬授業を通して医療事務講座を体験してみませんか？医療事務のお仕事とは？講座の内容は？など様 な々疑問について案内し
ます。お気軽に参加してください。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具、電卓【単発】14日２限

B129 よさこい踊って笑顔になろう！ 誠信高校生徒
（誠信高校） 高

285 音楽・踊り
よさこいを踊ってみませんか？一つの踊りをみんなで楽しく踊ります。初心者大歓迎！！年齢・性別も関係ありません。誰でも参加OKです。楽しく
踊って素敵な汗を流しましょう。
●定員：30名 ●費用：０●持ち物：踊りやすい格好。飲み物。シューズ。タオル【連続】14日２・３限
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B130 野菜deカップケーキを作ろう 早川美幸＆グルメサイエンスクラブ
（岡崎城西高校） 本

288 料理・手芸

にんじんやグリーンピースを材料のベースに、美味しいカップケーキに大変身。カラフルでヘルシーな簡単なお菓子作りにチャレンジしてみよう！
●定員：20名（先着順）●費用：200円 ●持ち物：エプロン、ハンドタオル【単発】14日２限

B131 太陽に異変？地球が寒冷化する！？ 朝岡義弘、山根博美
（岡崎城西高校） 高

289 理科・実験
周期的に変化していた太陽活動に変化が・・・。この変化は地球を寒冷化するなど地球環境に影響を及ぼすのか。ビデオ映像を交えなが
ら、その事実に迫ります。
●定員：なし【単発】14日２限

B132 2012年３月11日、被災地を歩く 牧野敏信
（大同大学大同高校） 大

296 その他
どうしても被災地を自分の眼で確かめたくて、３月９日～３月15日被災地を歩きました。ボランティアをするでなく、被災された方と交流するでなく、ただひたすら見て歩いただけの報
告です。
●定員：999名 ●費用：不要 ●持ち物：特になし ●申込先：特に必要なし ●申込連絡先：09091253384 ●申込先E‐mail:t.makino@daido‐h.ed.jp【単発】14日１・２限

B133 ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間展 愛知県原爆被災者の会 コープあいち
（愛知県原爆被災者の会 コープあいち） 高

300 平和

被爆から67年経た今日の時点に立って、被爆者が心を込めて企画編集した組写真です。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

B134 法律家（弁護士・裁判官・検事）になるには 元県会議員・弁護士 今井安榮
（今井安榮法律事務所） 高

317 ～なるには
ベテラン弁護士・新人弁護士・司法修習生の３人が開講する「なるには講座」。講座後半には高校生も交えて、1999年の「山口県光市母子殺害事件」と「18歳１ヶ月への死刑判決」について考えます。
●定員：40名（先着順）●費用：参加無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：今井安榮法律事務所 ●申込連絡先：052‐732‐1166 ●申込先E‐mail:info@imaiyasuei.com ●関連ページ：http://
www.imaiyasuei.com【単発】14日１・２限

B135 エコ楽リーニング 肩肘 張子 高
327 その他
エコと節約は、一身同体。水も洗剤もわずかな量で、簡単きれいに汚れを落とします。魚焼きグリルをピカピカに！！ダウンコートを石けんで洗うの
も、ご期待下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日２限

B136 SPI２に挑戦！ 加藤 隆視
（杜若高校） 大

349 ～なるには
SPIとはSynthetic Personality Inventory の略で適性検査と捉えてもいいでしょう。高校生の就職試験では必ず筆記試験として課されます。大卒の場合も課されます。どうですか？
●定員：30名 ●費用：０ 円 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：サマセミ実行委員会 ●申込連絡先：090‐4229‐7701 ●申込先E‐mail:takashikyo3213@gmail.com
【連続】14日１・２限

B137 国際的人権NGOアムネスティの活動とは？ 久富 惠雄
（公益社団法人アムネスティ・インターナショ） 高

351 社会・歴史
世界中には多くの人権侵害があります。アムネスティは紛争、貧困、拷問、差別を理由とした人権侵害で苦しむことのない世界の実現を目指して
います。活動を紹介します。
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：特になし ●関連ページ：http://www.amnesty.or.jp／【単発】14日２限

B138 高校生の考える私学無償化について 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
365 その他
私たち高校生が考える私学無償化とは一体どんなものなのか。公私格差の現状を知る。愛知県の私学助成制度や高校生のナマの声も交え
て考えていきます。
●定員：なし【単発】14日２限

B139 弥富のきんちゃん！～金魚すくいやろうよ～ 弥富高校生徒会
（弥富高校） 高

393 地域・祭り
世界に誇る弥富市の金魚です！夏と言えば、やっぱり金魚すくい！！子どもから大人まで、みなさん楽しみにきて下さい♪※金魚が無くなり次第
終了です。
●定員：なし【連続】14日２～４限

B140 とんぼ玉をつくろう 奥村勇樹・横田佳保里・武田創ほか
（東海中学・高校ほか） 高

414 芸術・工芸
さまざまな色ガラスをガスバーナーで溶かして「とんぼ玉」を作ってみませんか？生きもののように変化するガラスはとても綺麗です。火の扱いが悪いと割れてしまうので、できあがるまでのドキドキ感も楽しい
です。
●定員：10名 ●費用：300円 ●持ち物：エプロン（ガラスが割れる危険から守るため）●申込先：奥村勇樹（東海中学）・紺野一弘（東海高校）●申込連絡先：052‐936‐5112【連続】14日１・２限

B141 妖しい世界の歩き方 島田尚幸
（東海中学・高校） 高

416 文化・芸能
怪異・怪談・妖異・妖怪…我々が魅了して止まない妖しき世界と魅惑のアヤカシたち。本講座では、こうした世界を楽しみ異形のモノどもと仲
良く暮らすにはどうすればよいかを考えていきたいと思います。
●定員：なし【単発】14日２限

B142 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

B143 夏休み宿題お助け講座【理科】 鈴木脩平
（名古屋大谷高等学校） 大

433 理科・実験
夏休みに入る前ですが、問題集とかいっぱい出されて大変すぎる！！そんな方のためにちょっとでも集中できる時間と場所があります。ついでに
教えられる人もいます。80分でできる限り頑張ろう！！
●定員：なし ●持ち物：各自で片付けたい宿題（理科関係だと教えられます）【単発】14日２限

B144 バンドクリニック 安城学園軽音部
（安城学園） 大

434 音楽・踊り
今回のバンド企画は30分間の公開練習＋本番１曲の形式で行います。MI‐ジャパンさんからアドバイスをもらい、勉強します。１～４限通し参
加が条件です。定員：先着10バンド
●定員：40名（先着順）●申込先E‐mail:samasemiband@gmail.com【連続】14日１～４限

B145 命を買われる子ども達～児童人身売買！～ 中谷豊実
（南山男子部） 高

442 その他
人身売買なんて黒人奴隷の時代のこと？イイエ！今でも全世界の貧しい国の子ども達が犠牲になっているのです。特に女児は性的商業施設
で働かされエイズウイルスの感染の恐怖にさらされています。日本との関わりは…。
●定員：40名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し【単発】14日２限

B146 ジェルネイル・マニキュアネイル体験 金井静代
（日本ネイリスト協会） 高

444 趣味
プロのネイリストによるジェルネイルを体験してみませんか？ラメグラデーションで指先キラキラで女子力UP！ジェルが…という方はマニキュアを
体験してみませんか？当日、自爪でお越しの方のみ体験可です！！
●定員：20名（先着順）●費用：マニキュア500円、ジェル1000円【単発】14日２限

B147 東北に希望を運ぶ列車‐三陸鉄道を助けよう 平野 理大
（安城学園高等学校） 高

445 地域・祭り
昨年夏岩手県大船渡市で行った七夕ボランティアで、震災でズタズタになった三陸鉄道を復旧しようと働く吉田さんに出会い、今も交流が
続いています。僕が大好きな三陸鉄道をクイズなどで楽しく知ってください。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし ●関連ページ：http://anga.qee.jp/sc／【単発】14日２限

B148 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

B149 教職員が語る戦争体験 植木 力、植木 栄子 高
461 平和
力さんは昭和18年徳島師範学校に入学した後学徒動員で四日市の軍需工場へ。栄子さんは高等小学校で名古屋大空襲を体験される。
再び戦争をおこしてはならないという二人の熱いメッセージを聞きに来てください。
●定員：なし【単発】14日２限

B150 あの日ヒロシマの空に６機のB29が進入した 水谷洋一 高
471 社会・歴史
マンハタン国家プロジェクトが着実に進展し、原爆投下のXDAYをまかされたエノラ・ゲイの行動に注視する。そこから見える日米両国の戦
争観の大きな違いを指摘する。
●定員：なし【単発】14日２限

B151 美味しい日本茶レッスン 日本茶インストラクター 吉本 弥生
(NPO法人 日本茶インストラクター協会） 高

476 料理・手芸

日本人として、知っておきたい日本茶の基礎知識や淹れ方を、実習を交えて楽しく学びましょう。
●定員：18名（先着順）●費用：200円 ●持ち物：筆記用具【単発】14日２限

B152 中国語で言っチャイナ 岩佐 潤
（桜丘高校） 高

478 英語・国際
ニーハオ、シエシエ、ザイジエン。どこかで聞いたことがあるのでは。そうです。これらは中国語なのです。この講座で中国語に触れてみません
か。
●定員：なし【単発】14日２限

B153 なんちゅうとこだ！中南米 鈴木順久
（桜丘高校） 高

479 自然・環境
協力隊やフリーの通訳として14年間暮らした、驚きいっぱいの国々、中南米。日本とはあまりにも違うとこだらけで、「なんちゅうとこだ！」と叫ばず
にはいられない文化を多くの映像とともに紹介します。
●定員：なし【単発】14日２限

B154 ほんわかガンダム講座 渡部広大 瀧崎聡美 金原炎
（桜丘高校生物部） 高

482 趣味

ガンダム大好き！という人はもちろん、全然知らない！という人も大歓迎です。ほんわか和やかな、楽しい時間を過しましょう。
●定員：なし【単発】14日２限

B155 紫式部の憂鬱‐『源氏物語』の裏側 藤原俊成の娘
（愛知淑徳高校） 高

495 国語・文学
世界屈指の色好み光源氏の華やかな表の顔に隠された秘密を暴く帚木巻を中心にとりあげ、そこで繰り広げられる女性談義や恋愛話の中
に時折顔を出している紫式部の思いを読みとりその作者像に迫っていきます。
●定員：なし【単発】14日２限

B156 Perfume講座part２ 村田 祐介
（岡崎学園） 高

502 趣味
かしゆか・のっち・あーちゃんが大好きな人達が語り合う単純な講座です。PTA会員の人は特に来て下さい。Perfume好きなら老若男女問いま
せん。荒らしは来ないで下さい。
●定員：10名【単発】14日２限

B157 楽しくかんたん！脳を若返らせる音楽良法 渡辺きくこ
（音楽療法士）（聖霊高等学校） 大

511 保体・健康
音楽を用いて座位で楽しく簡単にできる脳トレを意識したプログラム。シニア世代やハンディのある方のリハビリにも使え、介護予防に役立ちま
す。音楽良法を勉強したい人も是非一度体験しにきて下さい。歌唱・楽奏有。
●定員：20名（先着順）●費用：500円（資料および楽器代）●持ち物：動きやすい服装 あれば、小さな鏡【単発】14日１・２限

B158 犬との暮らしを考えよう！ 大羽佳子 比護育美
(NPO法人しっぽ いっぽの会） 高

537 その他
犬とのふれあいを通じて、人と犬との関係を大切にし、犬と楽しく暮らすことを考えてみませんか？老人福祉施設や教育施設でふれあい活動
をしているワンちゃんたちがお出迎えします。
●定員：なし【単発】14日２限

B159 足ツボde健康セルフチェック 前本 洋治郎
（至学館高等学校） 大

551 保体・健康
「足は第２の心臓」といわれます。体の不調がすぐにツボに現れます。自分の足ツボを押して、体の健康をチェックしましょう。キミはいくつ引っか
かるでしょうか？
●定員：なし ●持ち物：あれば下ジャージなど【連続】14日２限

B160 あの頃夢見た2012 伊田 昌史
（至学館高等学校） 大

553 総合学習
あの頃夢見た2012年と、現実に生きているこの2012年、様 な々観点から、2012年を見つめてみます。m‐floをはじめとする音楽を中心に考えて
いきます。
●定員：なし【単発】14日２限

B161 NOSS（ノス）ってナニ？ 西川長秀・西川茂と紗
（名東区芸術文化フォーラム） 高

574 保体・健康
NOSS＝にほん・おどり・スポーツ・サイエンスとは、日本舞踊の動きを使った健康体操。ゆったりとした曲で、ストレッチ・有酸素運動・筋肉トレーニングを行い、和のフィットネスで、さわやかに汗をかき
ます。
●定員：15名 ●持ち物：運動のできる形・飲み物・タオル ●申込先：西川長秀 ●申込連絡先：0527759427 ●申込先E‐mail:Ovc3265v31g５r５u@ezweb.ne.jp【連続】14日１・２限

B162 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

579 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】14日１～４限

B163 16歳のコーチング～若い自分ができた事～ 船越貴久
（桜丘高校） 高

582 保体・健康
ケガで野球の選手生命を絶たれた16歳の夏。絶望の淵から中学生のコーチとして再起した私の体験から、チーム作りや、育成についての講
座をします。人間力の育成、人間関係づくりにお悩みの方も是非お越しください。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：なし ●申込先：なし【単発】14日２限

B164 Let's ボーリング 安城学園２年代表者会
（安城学園） 高

594 趣味

手作りのペットボトルのピンでボウリングをしましょう。小学生以下のちびっこ大歓迎です！お兄さん、お姉さんたちと楽しく遊びましょう。
●定員：10名【単発】14日２限

B165 「気持ちいい」色が選べるカラー学（入門） カラー環境デザイナー 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

604 芸術・工芸
ファッションやインテリアまたはチラシなど暮らしからお仕事まで私たちには色を選ぶ場面がたくさんあります。学校では教えてくれないカラー学。
「感覚」ではなく「納得」で色を選ぶことができるようになる講座です。
●定員：なし【単発】14日２限、16日２限

B166 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

623 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

B167 元志願兵が伝えたいこと 田辺 登志夫
（アースネット名古屋） 高

628 平和

戦前戦後の体験を通じて、平和と自由の大切さと、今何を目指して生きるべきか？未来への希望を求めて次世代に語り継ぎたい。
●定員：40名 ●申込連絡先：052‐852‐2776【連続】14日２・３限

B168 僕も私もハノイの塔 神谷陽太と山田益久 高
634 数学・算数
あの有名なハノイの塔を使ってみんなで遊んだあとは、そこに隠された秘密に迫ります。小学生から中・高校生の数学の内容まで盛り込まれ
た優れた教材です。ぜひ大人の方も楽しみましょう。
●定員：なし【単発】14日２限

B169 バトンにチャレンジ！！ 名経大高蔵中高バトン部 高
642 保体・健康

みなさんこんにちは！私たちバトン部がバトンにチャレンジするみなさんと楽しい時間を過ごします。初心者大歓迎です☆
●定員：なし【単発】14日２限

B170 光る！泥だんご！ 三好 伸明
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 大

643 芸術・工芸
２年前の授業改革フェスで実施した企画です。小さい頃に作って遊んだ泥だんご。大人の力で極めていけば、こんなにも光輝くのです。幼少
期の思い出にひたりながら、土遊びをしませんか？
●定員：15名 ●費用：材料費100円【単発】14日２限

B171 椙山生とミサンガを作ろう 椙山学内フェス
（椙山女学園） 大

678 趣味

椙山生と自分のオリジナルミサンガをつくちゃおー！
●定員：なし（先着順）●費用：100円【単発】14日２限

B172 スターバックスの「地球への約束」 スターバックスコーヒー コーヒーマスター
（スターバックスコーヒージャパン） 高

679 その他
シェアード プラネットは人 や々地球にとって、よりよい形で事業を展開しようという取り組み。コーヒー豆の買い付けから環境負荷の低減、地域社会への関わりまでスターバックスだからこそ果たせる役割を紹介します。
●定員：30名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：特にございません ●申込先：スターバックスコーヒー 愛知サマーセミナー受付担当 ●申込先E‐mail:summerseminar_starbucks@yahoo.co.jp【単発】
14日２限

B173 スイーツデコのメモスタンド 青山そら 高
683 料理・手芸
粘土で作るスイーツデコ。講座では２限目にアイスクリームのメモスタンド３時限目にロールケーキのメモスタンドを製作いたします。予約お申し込みの詳細は６月15日以降HPにてご案内いたします。
●定員：20名 ●費用：２限目、３限目 各500円 ●持ち物：クリアファイルなど ●申込先：HPのメールフォームよりお申込みください(６月15日より）●関連ページ：http://wakuwakudeco.
com／【単発】14日２・３限

B174 お母さん本当に子どもの声 聴けてますか？ チャイルドラインあいち
（チャイルドラインあいち） 高

686 教育・子育
子どもの電話を日々受けているチャイルドライン。子ども達の話や信号を周りの人がキャッチできていない事がいかに多いかと考えさせられま
す。ここでは「聴くってどういう事？」をワークを通して一緒に考えていきます
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://cl‐aichi.net／【単発】14日２限

B175 簡単 お菓子 サーターアンダーギー 浅井 博子
（豊田大谷高校OB) 高

693 料理・手芸
沖縄の代表的お菓子が、食べたい時にこんなに簡単に作れちゃう、一緒に作って食べよう。
●定員：20名 ●費用：100円 ●持ち物：エプロン ●申込先：豊田大谷高校教師 野村武志 ●申込連絡先：090‐3384‐9662 ●申込先
E‐mail:t.nomuuh@docomo.ne.jp【単発】14日２限

B176 Street Dance MARIA 大
696 音楽・踊り

主にHIP‐HOPをやります。初心者の方も大歓迎！！ダンスの好きな子この指止まれ！I LOVE DANCE!
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：飲み物、タオル、運動できる服、靴【単発】14日１・２限

B177 ソーシャルゲームのお話 近藤 貴稔
（豊川高校OB) 大

700 情報・商業
ソーシャルゲームってご存知でしょうか？モ○ゲーとかグ○ーでプレイできるゲームのことです。この講座ではその仕組みを分かりやすく解説
し、その問題点や適度な利用方法を知っていただくことを目的としています。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日２限

B178 ユニバーサルデザインってなんだろう！？ 竹内友貴
（トラストネット） 大

731 地域・祭り
最近、まちでよく耳にする「ユニバーサルデザイン」について実際にユニバーサルデザイングッズに触れながらユニバーサルデザインについて
楽しく学んでいきましょう！！一足先に夏休みの宿題をやっちゃおう！！
●定員：なし【単発】14日２限

B179 名古屋中国春節祭とは？ 進行 岡田紘幸
（チャイナル！日本） 大

780 文化・芸能
春節は中国の旧正月を祝う一大祭。名古屋・栄で毎年イベントが開催されていること、知っていますか。実行委員をゲストに招き、その思いや
裏側など伺います。今年は日中国交正常化40周年、東アジアの未来も考え…。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】14日２限

B180 お神楽を楽しもう！ 廣瀬里佳
（愛知淑徳高等学校） 大

788 文化・芸能

神社などで巫女さんたちが舞っているお神楽。その背景を学びつつ、皆さんも一緒に舞って素敵な巫女さんになっちゃいましょう！
●定員：なし【単発】14日２限

B181 超ビックリ！自主レコーディング方法！ Karma Nature
(Art Publication) 大

796 音楽・踊り
オーディションなどに送るデモCD‐Rを作る時、レコーディングをすると思います。その完成したものを聴いてみると、音が薄かったり、ノイズが多
くありませんか？キレイに録るレコーィング法教えます。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://art‐publication.toypark.in／【単発】14日２限

B182 わくわく！☆森田ワールド☆ 城西高校生徒会
（岡崎城西高校） 大

808 趣味
「いつもニコニコあなたの隣に這いよる混沌、森田です♪」でおなじみの森田先生とゆかいな仲間と遊びませんか？「バナナについて」「森田先
生について」「東方神起」「Super Cell」など盛りだくさん！
●定員：なし【単発】14日２限

B183 あなたも指揮者 東海中高オーケストラ部
（東海中学・高校） 大

815 音楽・踊り
あなたは「のだめカンタービレ」の千秋のようなカッコイイ指揮をしてみたいと思いませんか？曲は誰でも聴いたことがある「ラデツキー行進曲」で
す。他にもミニコンサートを企画中です。FAXで申しこんで下さい
●定員：なし ●申込先：東海高校・西村 ●申込連絡先：052‐936‐5195【連続】14日１・２限

B184 自分の名前に秘められたチカラ 東構千晴
（同朋高等学校） 大

826 その他
名前には幸せになるメッセージが隠れています。人のためにできること、喜んでいただけること。役割に気づき受けとめると、きっと今の感じ方、も
のの見え方が変わってきます。その入門編です。
●定員：20名 ●申込先：東構千晴 ●関連ページ：http://iro.succeed‐k.com／【単発】14日２限

B185 ギターで弾く、ブルースセッション 湯田 大道
（甲陽音楽学院） 高

838 音楽・踊り
３つのコードと５つの音を知れば世界中どこへ行ってもセッションができるブルース。この機会にギターでおぼえてみませんか？慣れてきたら少しずつアイデアをふくらましていきます。
●定員：15名 ●持ち物：ギター・シールド ●申込先：磯崎 澄 ●申込連絡先：0120‐117‐540 ●申込先E‐mail:nagoya@koyo ●関連ページ：www.koyo.net【単発】
14日２限
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B186 剣道の練習、試合、審判の勉強をしよう！ 近藤 治彦
（杜若高校） 高

841 保体・健康

一緒に稽古・試合をしていい汗を流しませんか？
●定員：なし ●費用：なし。●持ち物：剣道着、剣道防具、竹刀、【連続】14日１・２限

B187 ドラム体験！グルーブについて考えてみよう 則武 涼
（甲陽音楽学院） 大

851 音楽・踊り
ドラムセットは誰でもすぐ音の出せる楽器ですが、ここちよいグルーヴを出すことはすぐできる事ではありません。色 な々視点からグルーヴについて考えてみましょう。
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：ドラムスティック ●申込先：磯崎 澄 ●申込連絡先：0120‐117‐540 ●申込先E‐mail:Nagoya@koyo ●関連
ページ：www.koyo.net【単発】14日２限

B188 お金を使わず脳をだまして楽々ダイエット 近藤 久虹子
（日本肥満予防健康協会認定講師） 大

854 保体・健康
なぜ普通に暮らしているだけで太ってしまうのでしょう？どうしたら若 し々く健康的な自分でいられるのでしょう？ダイエットは難しいと思っていま
せんか？ゲーム感覚で脳をだまして理想の自分作りをお伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】14日２限

B189 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

856 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

B190 発掘！モンゴルの遺跡 鈴木厚太
（奈良大学院生） 高

861 社会・歴史
モンゴルというと青い空、白い雲、緑の大地のコントラストが合う風景が美しい。想像通りです。しかし、かつてはヨーロッパへ、日本へ二度まで
も進出してきた国です。歴史から見るモンゴルと日本を考えましょう
●定員：なし【単発】14日２限

B191 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

862 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

B192 AKB48のダンスをマスターしよう！ MISAKI,SAYAKA,NATSUME,RINO
（名経大高蔵） 高

884 趣味
人気絶頂のアイドルグループAKB48が踊るダンスをみんなでマスターしてみましょう。ダンス経験のない方でももちろん大歓迎です。元気に、
明るく、踊っちゃいましょう！
●定員：なし【単発】14日２限

B193 籐ででバックを作ろう！！ 高橋 常子 高
892 趣味
今年もたっぷり時間をとりましたので、１日で仕上がるバックを用意しました。ぜひ体験し「籐」を知ってください。そして自分で作成したバックで
お出かけしましょう！
●定員：なし ●費用：500～700円 ●持ち物：はさみ、定規 ●申込先：高橋常子 ●申込連絡先：052‐762‐3395【連続】14日１～４限

B194 スイーツな文房具を作ろう！！ 吉岡 英代 高
893 趣味
リアルでかわいいフェイク・スイーツで、シャープペンなど文房具をデコってみませんか？あなただけのオリジナル作品！これで勉強もはかどる…
ハズ！！
●定員：なし ●費用：500円位 ●持ち物：なし【連続】14日１・２限

B195 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

B196 絆を形にした連鶴折り 角 信雄 高
900 芸術・工芸
幸せを運んでくると言われる鶴。今、最も必要な絆、結を表す、一枚の紙から折る連鶴を作ってみませんか？意外な基礎の折り方が、大切なポ
イントです。
●定員：なし ●費用：100円【単発】14日２限

B197 たかくらんらん♪にぎやかクッキング 伴奈津希、金子ひかる、小嶋彩華、平野朋子
（名経大高蔵） 高

914 料理・手芸
簡単レシピのお菓子を作り、手作りならではの美味しさを一緒に堪能してみませんか？何を作るかは講座が始まるまでのヒミツ☆失敗なく作れ
る基本レシピなので、安心して参加できます！お気軽にどうぞ！！
●定員：なし ●持ち物：タオル、エプロン（あれば）【単発】14日２限

B198 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

B199 ボランティアで学んだこと 名古屋大谷高校ボランティア同好会
（名古屋大谷高校） 高

985 特別活動
２年前から活動を始めたボランティア同好会です。この２年でたくさんの体験をさせてもらいました。私達の活動に対する思いを話したいと思い
ます！
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：なし【単発】14日２限

B200 lets make tye‐dye!! メイヤー万里子 高
1005 趣味

自分の織着奈留にして作れない、tye dyeシャツを作ろう！世界に一つしか出来ない素敵なシャツを！
●定員：なし ●費用：300yen ●持ち物：白いTシャツ，汚れていい服装【単発】14日２限

B201 カルタ取りをしよう！！ 滝中学かるた部
（滝中学校） 高

1031 趣味

東海大会入賞者と一緒にカルタ取りをしませんか？ 真剣勝負でも、初心者の方との和やかなカルタでもOKです。
●定員：なし【単発】14日２限

WB01 野生のニホンリス、ムササビのフィールドを 北山克己
（守山リス研究会） フ

９ 自然・環境
９：30から14:30まで名古屋市守山区の東谷山で、野生の哺乳類が生息する状況と歴史、棲息条件、保全のための活動や自動撮影装置の設置利用状況、里山の歴史と動物などを現地で学びます。
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：お弁当、水筒、カメラ、筆記具、登山用の服装、長袖、長ズボン、ボウシ ●申込先：北山克己 ●申込連絡先：090‐9191‐0087 ●申込先E‐mail:risuken@
kzc.biglobe.ne.jp ●関連ページ：http://www.asahi‐net.or.jp／�fb４m‐iszk/risuken ●集合場所：名古屋市守山区上志段味 東谷山 ●集合時間：09:30【単発】14日１～３限

WB02 戦没画学生慰霊美術館・無言館 鷹羽正明
（弥富高校＆海南ブロック） フ

24 平和
「一度だけでいゝ あなたに見せたい絵がある」（窪島誠一郎氏・無言館館主）弥富高校PTA文化サークルささゆり、の今年で９回目のフィールドワークです。詳しい案内を差し上げます。ご連絡ください。
●定員：20名（先着順）●費用：3,000円（諸経費込）●持ち物：なし ●申込先：鷹羽正明 ●申込連絡先：090‐2614‐1147 ●申込先E‐mail:kaiketu‐takanohane@docomo.ne.jp ●集合
場所：弥富高校スクールバス駐車場 ●集合時間：08:00【単発】14日１～４限

WB03 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WB04 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WB05 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WB06 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WB07 おやじサミット 愛知おやじの会連絡協議会 永田 孝
（知多自然観察会） フ

109 教育・子育
愛知私学おやじの会連絡協議会では今回はフィールドワークを選択しました、野間海岸にて海の生き物観察会を行います、「おやじと目から鱗！感じて知る、海（浜辺）の自然」勉強したいと思います。
●定員：15名（先着順）●費用：数百円（レジャー保険代金）●持ち物：筆記具 ビーチサンダル タオル 帽子 飲み物など 熱中症対策グッズ ●申込先：鷲津 忍 ●申込連絡先：090‐9338
‐1701 ●申込先E‐mail:washizu@sf.starcat.ne.jp ●集合場所：名鉄 知多新線 野間駅 ●集合時間：11:00【連続】14日２・３限

WB08 定光寺自然散策と昆虫採集 若園太希
（南山高等学校男子部・理科部生物班） フ

448 自然・環境
名古屋駅から電車にゆられてること約30分。定光寺周辺にはまだたくさんの自然が残っています。みなさんも昆虫採集や植物とふれあいながら自然散策しませんか？（雨天中止）
●定員：なし ●持ち物：軽めの昼食・水筒・動きやすい服装（帽子、長袖、長ズボンがのぞましい）捕虫網 ●申込連絡先：090‐2948‐8260 ●申込先E‐mail:taiki.w_biology
@docomo.ne.jp ●集合場所：JR中央線定光寺駅改札を出てすぐの駐車場 ●集合時間：10:00【単発】14日１～４限

WB09 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：中央道 恵那峡SA ●集合時間：10:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WB10 エリアフィッシングに行こう！ 赤坂 学
（大同大学大同高等学校） フ

652 趣味
信州・平谷湖でエリアフィッシングを楽しみませんか？帰りに温泉で疲れを癒しましょう。
●定員：５名 ●費用：5,000円 ●持ち物：ルアー用釣具一式 ●申込先：赤坂 学 ●申込連絡先：090‐7913‐9805 ●申込先E‐mail:
n.kutuna@daido‐h.ed.jp ●集合場所：名鉄常滑線大同町駅ロータリー ●集合時間：06:00【連続】14日１～４限

WB11 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WB12 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WB13 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WB14 新着ウェディングドレスの試着 近藤諭美
（名古屋ウェディングフラワービューティ学院） フ

910 ～なるには
神田うのさん、佐々木希さん、上戸彩さんドレス等最新モデルが100着以上。当日はお好きなドレスをアクセサリーと共に試着していただけます。花嫁体験を通して『ブライダルの今』を学べます。
●定員：12名 ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 ●申込連絡先：052‐917‐0001 ●申込先E‐mail:kouhou@nwfb.ac.jp ●関連
ページ：http://www.nwfb.ac.jp ●集合場所：名古屋ウェディングフラワービューティ学院 ●集合時間：10:50【単発】14日１・２限

WB15 戦争体験をきこう ピースあいち フ
942 平和
例年８月にピース愛知で行われている講座が一足早くサマセミにやってきます。戦争体験者の貴重なお話を、東邦会場から少しだけ足を伸ばしてお聞きください。（椙山中高の企画のため、定員が減る
可能性があります）
●定員：15名（先着順）●申込先：椙山女学園中学校社会科「戦争体験をきこう」担当者村上 ●申込連絡先：052‐751‐8131 ●集合場所：ピースあいち ●集合時間：10:50【連続】14日１～４限

C001 「私の取材ノートから」 江川紹子
（ジャ‐ナリスト） 大

1032 社会・歴史
テレビ、報道の場で活躍するジャーナリスト。国際情勢や国内の社会問題、教育問題、人権・平和等に関して、精力的に取材・執筆。近年で
は、東日本大震災や原発事故の取材、検察のあり方検討委員会に就任し活躍中。
●定員：なし【単発】14日３限

C002 １日で解るダンスの基礎（誰でも踊れる） SAM
(TRFトップダンサー） 高

190 保体・健康
前半は簡単なストレッチ後に、ベーシックなリズム取りの練習をし、リズムをベースにしたステップを何種類か行います。余裕があれば簡単な振り付けを覚え、後半は質疑応答を中心にしたダンス講座です。
●定員：200名（先着順）●持ち物：ダンスのできる格好（シューズ・ドリンク・タオル持参）●申込先：アスクネット（菅原）●申込連絡先：052‐881‐4349 ●申込先E‐mail:sugawara@asknet.
org【連続】14日３・４限

C003 「恋愛カフェ」 ピアっ子あいち
(WADN実行委員会） 高

80 人生
あなたはどんな恋愛をしてる？どんな恋愛をしたい？ハートマークドキドキ感味わいたいよね。でも、その前に「恋愛のポジとネガ」を知らなくちゃ
ね。大学生のピアっ子と一緒に考えてみませんか。
●定員：30名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し ●関連ページ：http://www.ceres.dti.ne.jp/peeraichi／【単発】14日３限

C004 オリジナルカードを作ろう 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

89 趣味

普段ふれあうことの少ないマーブリングという技法にふれあって、自分だけのオリジナルカードを作ろう
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：特になし【連続】14日２～４限

C005 誰でもメリハリ美人ボディに！！ 松山 早苗
（ヴェーネレ名古屋） 高

101 ～なるには
気になっているのはウエスト？太もも？ヒップ？バスト？リンパ？自分の体は全て自分のイメージ力と簡単なプログラムで変えていけます。是非覚え
てアンチエイジング目指して、大好きな自分に出会って下さい！
●定員：なし【単発】14日３限

C006 「文明の質が問われている」 秋山豊寛
（日本初宇宙飛行士・ジャーナリスト・農家） 大

122 平和
あの震災から１年が経過すると「３・11」は単なる「記号」になりつつある。そんなに「日常性」に戻りたいのだろうか。死者たち、被災者のうめき
は、人 の々耳に届かなくなっているのか。それは、おかしい！。
●定員：なし【連続】14日３・４限

C007 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

C008 東日本大震災と学校防災の教訓・そして今 数見隆生 千葉久美子
（東北福祉大教授 石巻高校養護教諭） 大

43 その他
命が守られた学校・教訓が残った学校―この事実を「天災で済ませてはいけない」と調査された結果と地域住民の避難所としてセンター的
役割を果たした石巻高校の経験から学校防災の教訓と今を語っていただきます。
●定員：なし【連続】14日３・４限

C009 ACミラン発 若者たちへのメッセージ マテオ・コント
(ACミランサッカースクール） 大

191 保体・健康
ACミランサッカースクール愛知で指導するイタリア人テクニカルディレクターが体験した日本とイタリアの国民性やサッカー文化の側面を徹底
分析。ACミラン育成年代におけるサッカー哲学が伝えるメッセージ。
●定員：なし【単発】14日３限

C010 電気を止められた74歳主婦に学ぼう！ 山田 征
（ヤドカリハウス）（市民活動家） 大

226 自然・環境
原発は安全じゃないから嫌だ。ならば、太陽光や風力発電は本当に安全でエコなのか。「えっ、そうなの？」「あっ、そうか」と気付かされる征さん
のお話。今こそ知っておきたい考えたい、自然エネルギーのからくり。
●定員：なし【連続】14日３・４限

C011 海外大学進学という選択肢 西澤めぐみ
（海外進学研究会 留学カウンセラー） 大

324 英語・国際
「世界へ飛び出そう！目指せグローバル人材」（ダイヤモンド社刊）の著者が英語力に関係なく、強い意志があれば誰でもできる海外大学進学・
留学法を実体験を含め紹介します。
●定員：なし（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www.studyabroad.co.jp/book／【連続】14日３限、15日１限

C012 「食品添加物」ーこんなふうに見てみたらー 中村博男
（三栄源エフ・エフ・アイ株式会社） 大

431 科学・技術
■ポテトチップスがおいしくて安全なわけ◆どこで使われているんだろう？●天然のものは安心・人工のものは心配？▲「使い方で食品添加物
になったりならなかったりすることが…？★☆体験コーナーもあります☆★
●定員：なし ●関連ページ：http://www.saneigenffi.co.jp／【単発】14日３・４限

C013 日中国交回復40周年をふり返って 林 高之
（日本中国友好協会愛知県連合会） 大

481 社会・歴史
40年前まで日中両国の国交がなかったのはなぜでしょう。この歴史をさぐり、また、回復を求めた日本国民の運動や当時の米中関係ならびに
中国国内の「文化大革命」を軸に考えます。
●定員：なし【単発】14日３限

C014 水のびっくり実験教室 名古屋市上下水道局
（名古屋市上下水道局） 高

771 理科・実験
私たちのくらしに欠かすことのできない身近な「水」！水にはいろいろな不思議がかくれています。楽しい実験教室は、夏休みの自由研究にもピ
ッタリ！
●定員：25名（先着順）●関連ページ：http://www.water.city.nagoya.jp／【単発】14日３限

C015 「ナゴ校」～学生が名古屋を盛り上げる～ 「ナゴ校」学生委員会 高
784 地域・祭り

「名古屋を若者の力で盛り上げよう！」という意思のもと集まった学生たち（大学・短大・専門学校生）が、テレビ塔を本拠に活動する「ナゴ校
（ナゴヤの学生の学校）」。その目的や活動をご紹介します。
●定員：なし ●関連ページ：http://gakusei‐cam.com／【単発】14日３限

C016 『フクシマ以後』の生き方は若者に聞け 寺脇 研
（京都造形大学教授・元文部科学省官僚） 大

813 地域・祭り
３・11後、日本は新しい時代に突入した。そのことを理解せずに既得権益の保持に汲 と々している旧世代。いまこそ、若者を信じて彼らに舵取
りを任せてみよう。現政権、橋下ブームも切る！
●定員：なし【単発】14日３限

C017 アメリカのボランティアとNPO 岡部一明
（愛知東邦大学経営学部） 大

818 社会・歴史
東日本大震災でボランティアの大切さが皆に共有されました。ボランティアの心は万国共通ですが、その仕組みやNPO（非営利市民団体）
制度の先進国がアメリカ。現地の様子を、元・在米ジャーナリストが紹介します。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：特になし ●関連ページ：http://staff.aichi‐toho.ac.jp/okabe／【単発】14日３限

C018 音の重なりを体験しよう 根津 知佳子
（三重大学） 大

953 音楽・踊り
声と身体を使うだけで音楽が生まれます。楽器がなくても、お互いを感じあい響きあう体験ができます。ボイスアンサンブルとボディーパーカッ
ションで［不思議な世界］［シンプルな世界］を体験しませんか
●定員：なし【単発】14日３限

C019 東山動植物園再生プランの目指すもの 東山動植物園チーム
（名古屋市） フ

906 自然・環境
東山動植物園再生プランの近況・動植物園の役割「環境、教育、動物福祉、種の保存」について
●定 員：100名 ●費 用：500円 ●申 込 先：FAX052‐782‐2140 ●申 込 先E‐mail:higashiyama‐k@ryokuseidoboku.city.
nagoya.lg.jp ●集合場所：東山動植物園動物会館 ●集合時間：13:00【単発】14日３限

C101 コスプレとボランティアの関係について 池本芳雄
（コスプレで世の中盛り上げ隊） 高

１ 趣味
コスプレをオタクな趣味だと思っていませんか？また、ボランティアって敷居が高そうに感じていませんか？関係がなさそうなこの二つを、ボラン
ティア側、コスプレイヤー側から説明していきます。
●定員：なし【単発】14日３限

C102 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

C103 ミラクルフルーツとギムネマの味覚体験 島村光治
（日本福祉大学） 高

３ 理科・実験
えーっ！あの酸っぱいレモンを丸かじり、でもおいしい。チョコレートが甘くない！どーして！？友達も知らないこんな手品のような不思議体験してみたくありませんか？（受講者全員試食付きです。）
●定員：40名（先着順）●費用：300円（材料費）●持ち物：筆記用具 ●申込先：k‐shima@n‐fukushi.ac.jp ●申込先E‐mail:k‐shima@n‐fukushi.ac.jp ●関連ページ：http://
www.taste‐m.com／【単発】14日３限

C104 龍馬伝 正しい土佐弁講座２ 大原 信男・中村 佳子
（高知県立伊野商業高等学校・大方高等学校） 高

15 文化・芸能
昨年に続き、龍馬伝の再現VTRを観ていただきながら、正しい土佐弁の使い方や、そのバリエーション、また活用方法を交えて高知の観光の
魅力をPRさせていただければと思っています。
●定員：なし【単発】14日２・３限

7記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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C105 社会で本当に役立つスキル（高校生～） ゴウ・ヨシダ
（名古屋大学） 高

25 人生
今世界でトレンドになりつつある２つの大きな流れについて学び、職場や社会で活躍するために必要とされる、重要なスキルを探っていきます。

（高校生～、保護者の方対象です）
●定員：なし ●申込先：吉田ひと美 ●申込先E‐mail:hitomiyoda@gmail.com【単発】14日３限

C106 アフリカ開発、君も参加できる初級編！ 武藤 一朗
（協力隊OB・元外務省職員 ） 高

33 平和
日本から遠くて暗いイメージのアフリカ。しかし、新興国のめざましい発展に伴い、アフリカも躍動しています。ビジネス、研究、協力でアフリカに関わってみませんか？アフリカの魅力を知って世界を見てみよう。
●定員：35名 ●費用：もちろん無料！●持ち物：筆記用具 ●申込先：申込、お問い合わせは、以下の連絡先まで！（空きがあれば当日飛入り参加もOK!) ●申込連絡先：052‐459‐7224 ●申込先E‐
mail:chubu‐br@joca.or.jp【単発】14日３限

C107 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

C108 AO入試対策 エントリーシート書き方講座 大脇 由紀子
（名英ガイダンスセンター） 大

44 ～なるには
いよいよ本番迫るAO入試に向けて、カリスマ講師・ワッキー先生が受かるエントリーシートの書き方を教えます。書き上げたエントリーシートを持っ
てきた方には、その場でアドバイスもいたします。
●定員：30名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www.n‐ishida.ac.jp/pub/index.html【単発】14日３限

C109 くでじゅう組立て体験～おかげまわし 長坂洋
（くでじゅうおかげまわし東海） 高

50 芸術・工芸
東北震災被災地で活用されている組立て木工杙を使って棚を組み立てます。棚は、どこかの施設などへ寄贈します。森のおかげさまを多くの人へ廻します。昨年の報告もします。
●定員：20名 ●持ち物：汚れます。エプロンなど ●申込先：長坂洋 ●申込連絡先：052‐711‐5257 ●申込先E‐mail:nagasaqa@live.jp ●関連ページ：９de10tohkai.
web.fc２．com【連続】14日３限

C110 柔軟体操革命～姿勢改善＆スポーツ能力向上 堀田本宣
（健身会 柔軟体操革命） 高

56 保体・健康
自分の体の使い方をどう使えばいいのか知り、日 ま々めに実践していくことはとても大切なことなのです。身体の仕組み、神経や脳の働き、筋肉の正しい知識を知ることで、無理・痛みのない使い方を学ぶ
●定員：50名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：運動できる服装、水は、必須。メモなど ●申込先：http://form１．fc２．com/form/?id=683344 ●申込連絡先：090‐8159‐2032 ●申込先E‐
mail:motonobu_h@hotmail.com ●関連ページ：http://hotta.main.jp/index.html【単発】14日３限

C111 子どものやる気を引き出す魔法の質問 吉田祐一
（一般財団法人しつもん財団） 高

59 教育・子育
お子さんのいる保護者向けの講座です。ワークショップ形式で、質問に答えていくことで、自分自身や子どもに対する関わり方を考えていきます。他の参加者の答えを聴くことで、違った視点を手に
入れることもできます。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：吉田祐一 ●申込連絡先：090‐5037‐5667 ●申込先E‐mail:yuichi.yoshida１＠facebook.com【単発】14日３限

C112 女性のためのホリスティックアロマセラピー 井川雅子
（豊川高校） 高

63 その他
ホリスティックアロマセラピーの基本と、女性によい精油、使い方等のお話し。女性向けにブレンドした香りのボトルを教材としておつけします。
●定 員：15名 ●費 用：700円 ●持 ち 物：筆 記 用 具 ●申 込 先E‐mail:sunandmoon@br.petit.cc ●関 連 ペ ー ジ：http://
sunandmoon.petit.cc／【単発】14日３限

C113 ”すぐに遊べる”簡単おもちゃ作り教室 見神元義 大日本図書 演芸部
（大日本図書 名古屋支社） 高

77 理科・実験

廃材を使っての、かんたんなおもちゃ作りです。みんなで広めてください。今回はいろいろ、たくさん作ります。
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：はさみ・ホチキス【単発】14日３・４限

C114 気軽に笑顔でボクシング 山本和弘
（ジャッカル。） 高

82 保体・健康
普段体験しにくいボクシングをホーム、ミット打ちして老若男女楽しめる講座。また、ボクシングを通し学んだ考え方（感謝や愛の大切さ）を話
す。現在、障害者の子供を対象にボクシング教室をしています。
●定員：なし ●持ち物：タオル、着替えシャツ、動きやすい服【連続】14日３限

C115 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

85 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐに出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付
き♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】14日１～４限

C116 かんたん！作って送ろうラオス翻訳絵本！ ラオスの子どもとつながる会
（ラオスの子どもとつながる会） 高

90 英語・国際
だれでもできる国際貢献！本のないラオスの子どもたちにステキな絵本のプレゼント！日本の絵本をかんたんにラオス語に直して、本のないラオスの子どもたちに送ります。
●定員：20名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：なし ●申込先：柏木盛二 ●申込連絡先：0569‐21‐3983 ●申込先E‐mail:kasiwa‐３＠jb３．so‐net.ne.jp ●関連
ページ：http://blog.goo.ne.jp/kodomohanda【単発】14日３限

C117 子どものやる気を引き出す魔法の質問 黒田忠晃
（数学コーチングスクール） 大

113 教育・子育
長年子どもたちの指導に携わってきた経験やコーチング等の知識をもとに、ゲームや遊びのように楽しみながらできるワークを通して、子どものやる気を引き出す気づきを得られます。
●定員：20名（先着順）●持ち物：筆記用具 ●申込先：数学コーチングスクール（空席がありましたら、当日申込も可能です）●申込連絡先：050‐5204‐1985 ●申込先E‐
mail:math.coaching@gctv.ne.jp ●関連ページ：http://www.gc‐net.jp/math.c.s／【単発】14日３・４限

C118 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

C119 “赤ちゃんたまご”を作ろう！！ 前田弘子
（前田助産院） 大

179 教育・子育
４ヶ月の胎児人形を作ります。コンドームに砂を入れて布を縫います。針と糸を使えたら誰でもご参加頂けます。一針ずつ縫いながら命の大切
さを再確認し、せめてコンドームの扱い方を知って欲しいという生（命）教育。
●定員：なし（先着順）●費用：材料費500円 ●関連ページ：http://www.la‐cuna.net／【連続】14日１～４限

C120 個性心理学 動物キャラで自分を知ろう！ 井浦和子。及川理恵子。菅村有由未
（個性心理学研究所 名古屋支所 ） 高

184 教育・子育
『私、なんだか他人と考え方が違う・・・』『あの人の考え方、理解が出来ない・・・』そう感じた事がありますか？それで良いのです。その答えが見つかります。楽しく学んでみませんか？
●定員：40名 ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：及川 理恵子 ●申込連絡先：090‐1101‐7964 ●申込先E‐mail:sumomochanyo@yahoo.co.jp ●関連ペー
ジ：http//www.chara３mr.sakura.ne.jp／【単発】14日３限

C121 服装の自由について、スカートが大好き！ 和美 ＆ しんさく
（岐阜性教育研究協議会） 高

186 その他
男性はズボンだけと決めつけられている。学校でも女の子は選択出来るのに男の子は選択出来ないのはおかしいのでは？スカートを女性だ
けのものにする必要性があるのか？ある女の子の悲痛な訴えを元に考えていきます。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：なし ●申込先E‐mail:kazumi_yusa@yahoo.co.jp【連続】14日３・４限

C122 紀平和生の学べるニュース 紀平和生
（岡崎城西高校） 大

207 社会・歴史
小・中・高校生各世代ごとの気になるニュースを、城西の池上彰こと紀平和生が、わかりやすく解説します。ニュースを知れば、世界を知ること
につながります。是非足を運んでください。
●定員：なし【単発】14日３限

C123 ちょんまげ隊の被災地支援報告 角田 寛和
(Smile for Nippon) 大

222 総合学習
ちょんまげ＆鎧姿でサッカー日本代表の応援に世界中を歩く「ちょんまげ隊長」が名古屋入り！！震災以降は、ちょんまげ支援隊として、被災地支援を
繰り返しています。今だからこそ被災地に必要なことを伝授！
●定員：50名（先着順）●費用：０●持ち物：なし ●関連ページ：http://digest.culturalnews.com/?p=372【単発】14日２・３限、16日２・３限

C124 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

C125 これで解決！勉強お悩み相談室 なすけん 高
234 教育・子育
現役塾講師があなたの勉強の悩みを解決します！小学生～高校生、いずれの教科も歓迎します！これで、あなたの「モヤッと」が「スッキリ」に変わる！！＊事前予約も受け付けていますし、当日参加も可能です！！
●定員：15名 ●持ち物：教科書・参考書等 筆記用具 ●申込先：なすけん まで ●申込連絡先：080‐1626‐4081 ●申込先E‐mail:ken‐yuzumaru.mac@docomo.ne.jp【単発】14日３・４限、16
日３・４限

C126 バックギャモンで世界を目指そう バック我毛郎２世
（東海学園高校） 高

237 趣味

古くは平安時代に伝わり、双六の名の由来となったボードゲーム。ルールは簡単、「知力」と「運」で初心者もベテランに勝つチャンスあり。
●定員：12名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し ●申込先E‐mail:shirojogador@yahoo.co.jp【単発】14日１～４限

C127 不登校ーその意味するものと親の接し方 不登校について考える親と教師の会
（不登校について考える親と教師の会） 大

241 教育・子育
学校に行きたいのに行けないと訴える我が子を目の当たりにして動揺する親。無理やり登校させれば良いのかと悩む日々が続く。我が子の状態を
どう受け止め、接したら良いのか話し合ってみませんか。
●定員：なし ●申込先：後藤 憲政 ●申込連絡先：052‐409‐1297 ●申込先E‐mail:norimasa_goto@yahoo.co.jp【連続】14日３・４限

C128 ルーシーダットンで美しく健康な心と身体へ 小池有紀 高
249 保体・健康

【ルーシーダットン】とは、タイの伝統的医学の一つで、簡単なポーズをとることで美しく健康に近づける自己整体法です。身体が硬くても、運動
が苦手でも大丈夫！終わる頃には心も身体もスッキリ軽くなっていますよ♪
●定員：なし ●持ち物：ヨガマット又はバスタオル・飲み水・汗拭き用タオル【単発】14日３限

C129 映像「英霊か犬死かー沖縄靖国裁判の行方」 加藤雅章
（第９条の会なごや） 大

250 平和
沖縄戦で死んだ民間人６万人が「英霊」として靖国神社に祀られていることはあまり知られていない。名前の削除を求めて裁判が起こされて
いる。琉球朝日放送が制作したドキュメンタリーでその真相を学びます。
●定員：なし【単発】14日３限

C130 アルミ缶アート制作体験会 宇野美紀子
(NPO法人CAN缶アートG) 大

252 芸術・工芸
空き缶（アルミ缶）を再利用してアート制作をします。用具はすべてこちらにて用意いたしますので、何も必要はありません。詳しくは、インターネット「アルミ缶のアート作品でリサイクルに貢献」で検索。
●定員：30名（先着順）●費用：材料代500円 ●持ち物：無し ●申込先：NPO法人CAN缶アートG 宇野美紀子 ●申込連絡先：090‐7601‐4818 ●申込先E‐mail:ruann@mbk.nifty.
com ●関連ページ：http://homepage３．nifty.com/ruann／【単発】14日１～４限

C131 よさこい踊って笑顔になろう！ 誠信高校生徒
（誠信高校） 高

285 音楽・踊り
よさこいを踊ってみませんか？一つの踊りをみんなで楽しく踊ります。初心者大歓迎！！年齢・性別も関係ありません。誰でも参加OKです。楽しく
踊って素敵な汗を流しましょう。
●定員：30名 ●費用：０●持ち物：踊りやすい格好。飲み物。シューズ。タオル【連続】14日２・３限

C132 社会福祉の現場 ～高齢者中心に～ 亀山知弘
（名商大附高（現 名古屋国際）卒業生） 高

287 福祉・養護
高齢者福祉の現場で働くとはどういうことか。現場での魅力、また苦労話をわかりやすくお話しします。介護に興味のある方、また介護を現在さ
れている方のご参加を歓迎しますよ。
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具【単発】14日３・４限

C133 ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間展 愛知県原爆被災者の会 コープあいち
（愛知県原爆被災者の会 コープあいち） 高

300 平和

被爆から67年経た今日の時点に立って、被爆者が心を込めて企画編集した組写真です。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

C134 ベンチプレス講座 豊川高校パワーリフティング部
（豊川高校） 高

320 保体・健康

ベンチプレスに挑戦してみませんか。初めての方も、腕に自信のある方もお待ちしています。
●定員：なし ●持ち物：運動着、タオル、体育館シューズ【単発】14日３限

C135 バトスピやろうぜ～真剣版 ガチでいこうぜ 三輪 尚立 高
390 趣味

バトスピやろうぜ。真剣に、ガチでバトスピをやります。勝負！
●定員：なし【連続】14日３・４限

C136 弥富のきんちゃん！～金魚すくいやろうよ～ 弥富高校生徒会
（弥富高校） 高

393 地域・祭り
世界に誇る弥富市の金魚です！夏と言えば、やっぱり金魚すくい！！子どもから大人まで、みなさん楽しみにきて下さい♪※金魚が無くなり次第
終了です。
●定員：なし【連続】14日２～４限

C137 ゆかたの着方レッスン 山口智代美
（東海中学・高校） 高

425 趣味

この講座では、ゆかたの着方を練習します。今年の夏は、自分で着付けたゆかたで、いろいろな場所にお出かけされてはいかがでしょうか？
●定員：15名 ●持ち物：ゆかた一式 ●申込先：紺野一弘（東海高校）●申込連絡先：052‐936‐5112【連続】14日３・４限

C138 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

C139 バンドクリニック 安城学園軽音部
（安城学園） 大

434 音楽・踊り
今回のバンド企画は30分間の公開練習＋本番１曲の形式で行います。MI‐ジャパンさんからアドバイスをもらい、勉強します。１～４限通し参
加が条件です。定員：先着10バンド
●定員：40名（先着順）●申込先E‐mail:samasemiband@gmail.com【連続】14日１～４限

C140 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

C141 夏・・電気を使わない方法、賢く省エネ 調整中
（コープあいち） 高

451 自然・環境
上手に家電品を使い、選んで、夏の生活を快適にすごす、くらしのチエがいっぱいになる省エネ講座です。専門家からのアドバイスがあります。そして、省エネの実践はお財布も少し重くなります。ぜひ参加ください
●定員：50名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記具 ●申込先：コープあいち地域・組合員活動支援部 ●申込連絡先：052‐703‐6055 ●申込先E‐mail:abc@mint.ocn.ne.jp ●関連ページ：http://www.
coop‐aichi.jp／【単発】14日３限

C142 今ならわかる！聞き取れる！冬ソナの韓国語 毛利 恵実子
（中京大学付属中京高等学校） 高

452 英語・国際
地上波初放送から８年。あのころは聞き取れなかった人も、数 の々韓国ドラマを見てきた今ならわかるかも？！懐かしい冬ソナの名ゼリフとともに
ハングルの読み方、簡単な会話を一緒に楽しみましょう！
●定員：なし【単発】14日３限

C143 だれだって弾けるよ！！ 三味線 稲舟 妙寿
（名古屋邦楽協会 日本小唄連盟） 高

462 音楽・踊り
三味線の各部の名称・持ち方・弾き方・楽譜の読み方（文化譜ですから五線譜がよめなくても大丈夫です）等を詳しく説明し、一講座で童謡
が一曲弾けるようになります。三味線等はすべてこちらで用意します。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日３限

C145 ５歳若返り！バラ色 幸せメイクアップ 川橋 三恵子 高
480 趣味
ベースメイク、アイメイク、アイブロウ、リップフルメイクへと進めていきます。パーツごとに覚えることが上達のコツ。すべてセルフで行って頂きま
す。対象は45歳以上の方。
●定員：なし ●持ち物：日常使っているメイク道具【単発】14日３限

C146 ウミガメと共に‐アカウミガメと私たち‐ 藤井香名 高
485 自然・環境

ウミガメの中でも、特にアカウミガメについて、私たちとどう関わっているのか紹介します。アカウミガメに興味のある方はぜひ見に来てください。
●定員：なし【単発】14日３限

C147 オレたち生物調査隊 石田直哉
（桜丘高校生物部） 高

487 自然・環境

生物部では、地元の生物調査を行い、カラーのリーフレットを作成しました。ここでは、調査の際に捕獲した生物たちを紹介、解説します。
●定員：なし【単発】14日３限

C148 「音」だけで映画をたのしみませんか ボイスケイン・グローバル
（ボイスケイン・グローバル） 高

491 福祉・養護
見えないってどんな感じ？ 目の不自由な人と皆が一緒にバリアフリーで映画を楽しめるようシーンボイスガイドの台本作りからナレーションま
で行っています。あなたも台本作り、ナレーションを体験してみませんか。
●定員：なし【連続】14日３・４限

C149 笑顔お持ち帰り‐私たちのさわやか老後‐ 生きがい情報士 多恵志伸 高
496 人生
団塊世代の皆さん、私達のこれからの人生とは、残り時間のうち、自由に使える時間の総和です。リタイア後のあなたの時間はどれ位あるので
しょうか。清 し々く生きるシニアライフの入り口を一緒にのぞいてみましょう。
●定員：なし【単発】14日３限

C150 「チョコ・ベジ」体験してみませんか？ 日本野菜ソムリエ協会荒川八千代
（日本野菜ソムリエ協会） 高

507 料理・手芸
野菜とチョコレートという未知の世界を体験してみませんか？嫌いな野菜にチョコレートをつけてみて下さい。その瞬間から大好きな野菜になり
ますよ！何事にもチャレンジしてみましょう！！
●定員：20名（先着順）【単発】14日３限

C151 クッキー作り 前田右子
（豊川高校） 本

528 料理・手芸
卵を使いません。やわらかな歯ごたえで評判の良いクッキーです。作り方も簡単！さあ、一緒にどうぞ。申し込みは３人一組でお願いします。６組までの
限定とします。
●定員：18名（先着順）●費用：３人で1000円 ●持ち物：エプロン ●申込先：前田右子 ●申込連絡先：0533‐78‐4390【連続】14日３・４限

C152 「そねさきさんねんき」稽古場公開 大嶽隆司
(TOP ACTOR'S STUDIO) 大

539 文化・芸能
年に１回のペースで時代ものの芝居をつづけてます今年は近松ものに題材をとった「そねさきさんねんき てんまやにまたみるゆめ」を９月に公演します。白熱の稽古の模様を公開し、芝
居仲間をふやしたいです
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：後藤 誠治 ●申込連絡先：080‐5138‐1545 ●申込先E‐mail:pde03027@nifty.com【連続】14日３・４限

C153 未来のライフプラン教室 ～若者対象～ 石原 敬子
(NPO法人 エイプロシス） 高

547 社会・歴史
高校生から20歳代を対象に、これからのライフプラン（人生設計）のたて方をやさしく、わかりやすくお話します。一度、自分の未来を考えてみま
せんか。ちょっと役立つお金の話もあります。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www.aprosis.com【単発】14日３限

C154 高校生の東北支援の輪を強め広げよう 安城学園高校生徒会・学園祭実行委員会
（安城学園高等学校） 高

548 特別活動
昨年たくさんの高校生が東北支援に出かけ、暖かい気持ちを持ち帰ってきました。多くの学校で今年も支援を計画していますが、この場で活動を交流し合い、学園祭などでどうみんなに伝えるか知恵を出し合い
ましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●申込先：生徒会主任 竹内徹 ●申込連絡先：090‐5454‐3946 ●申込先E‐mail:takeuchi.tohru@gmail.com ●関連ページ：http://anga.qee.jp/sc／【単発】14日３限

C155 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

579 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】14日１～４限

C156 ボクシング・ボクササイズを楽しもう！ 柴田 匡俊
（桜丘高等学校） 高

598 保体・健康
日頃、しっかりと運動出来ていますか。怖いイメージがボクシングにはあるかもしれませんが、実はとても楽しく、気持ちのよいスポーツです。今
年は第２弾！一緒に楽しく、スッキリとした汗を流しましょう！
●定員：１名 ●費用：無料 ●持ち物：運動のできる服、タオル、着替え、室内用シューズ、軍手、水など【単発】14日３限

C157 片づけなくてもいい技術で暮らしが変わる 家事セラピスト 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

606 料理・手芸
どんなに収納術を学んでもすっきりしない。それは「すっきり」を勘違いしていたからでした。モノと私のかかわり方を見つめ直すと、本当のすっき
りに気づきます。今日から暮らしを変えられる目から鱗のセミナーです。
●定員：なし【単発】14日３限、16日３限

C158 熱帯魚 坪井 翔紀
（愛工大名電高校） 高

609 理科・実験

熱帯魚について 話そう！
●定員：なし【単発】14日３限

C159 身近なネイチャーテクノロジー 渡辺 留奈
（愛工大名電高校） 高

614 科学・技術
現在だんだんとテレビや新聞に取り上げられ、注目されつつある自然や生物たちの知恵を利用した技術「ネイチャーテクノロジー」その中には
あなたにとって意外なものの知恵が利用されているかもしれませんね。
●定員：なし【単発】14日３限

C160 チンドン屋に魅せられて 中村 慈男
（ろくでないチンドン隊） 大

616 文化・芸能
○チンドン屋の歴史を語る。昭和から平成へ～○チンドンの楽器紹介、チンドン太鼓、サックス、ゴロス他○チンドンで街を楽しく、面白く、街
づくり国造り
●定員：なし【単発】14日３限

C161 口下手営業マンが今思うこと 林 一彦 大
622 人生
東日本大震災で学んだこと、大切な宝物を見つめなおし、今私たちにできることをお伝えします。岩手県大極町と釜石市で感じたこともお話
します。今回の支援では、お盆祭り用での「うちわ」を集めています。
●定員：なし ●持ち物：ハンカチ、うちわ（支援用）【連続】14日３・４限、15日３・４限
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C162 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

623 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

C163 元志願兵が伝えたいこと 田辺 登志夫
（アースネット名古屋） 高

628 平和

戦前戦後の体験を通じて、平和と自由の大切さと、今何を目指して生きるべきか？未来への希望を求めて次世代に語り継ぎたい。
●定員：40名 ●申込連絡先：052‐852‐2776【連続】14日２・３限

C164 天気図を描こう！ 佐野将史・中村友哉
（同朋高校） 高

629 理科・実験
手書きで天気図を描いてみませんか。ラジオ放送を聞きながら、初心者の方でも十分に描くことができます。ご質問などがありましたら、メールで受け付けます。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具：鉛筆（黒・赤・青の三色あると良いです）・消しゴム ●申込先E‐mail:masafumi_music@
spice.ocn.ne.jp【単発】14日３限

C165 「季語かるた」で遊ぼう！ 和田始子
（東海中学校・俳句座シーズンズ） 高

646 国語・文学
俳人黛まどか監修「トコトコ季語かるた」を使い、遊びながら「季語」を覚え、日本語の豊かさと美しさを学びましょう。未就学児から大人まで大歓迎
です。最後に一句詠めちゃうかも！
●定員：20名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://homepage２．nifty.com/haikuza‐seasons／【単発】14日３・４限

C166 椙山生と折り紙を折ろう 椙山学内フェス
（椙山女学園） 大

675 趣味

小さいお子様、親子連れ、いらっしゃい。みんなで一緒にいろんな折り紙を折ってみよう。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし（折り紙を持ってきても可）【単発】14日３限

C167 現役鉄道マンが語る！列車運行の裏側 現役鉄道会社乗務員
（岡崎城西鉄道研究部・安城学園旅と鉄道） 高

681 ～なるには
私たちが日々使っている鉄道は「どのように」運転されて、その列車に乗務する車掌や運転士は何を行っているのかを現役の鉄道会社の乗
務員がお話します。他にも乗務中の裏話や指差確認実演なども行います。
●定員：なし【連続】14日３・４限

C168 スイーツデコのメモスタンド 青山そら 高
683 料理・手芸
粘土で作るスイーツデコ。講座では２限目にアイスクリームのメモスタンド３時限目にロールケーキのメモスタンドを製作いたします。予約お申し込みの詳細は６月15日以降HPにてご案内いたします。
●定員：20名 ●費用：２限目、３限目 各500円 ●持ち物：クリアファイルなど ●申込先：HPのメールフォームよりお申込みください(６月15日より）●関連ページ：http://wakuwakudeco.
com／【単発】14日２・３限

C169 これも「しゃべり場」？ 喋って聴いて・・ チャイルドラインあいち
（チャイルドラインあいち） 高

688 その他
「主張」とまではいかなくても「これは言いたくなる」って事あるよね。そんな人は大集合。学校でのグチ、大人・社会への不満、何でもOK。「聴
く」って事にも意識を向けながら喋りあう場、一緒に作ってみましょう。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://cl‐aichi.net／【単発】14日３限

C170 17歳で母になるということ 森本 美保
（豊田大谷高校） 高

689 人生

10代の性と出産を経て親になって、感じたことや思ったこと！10代の愛と、性について一緒に考えてみませんか？？
●定員：なし（先着順）【単発】14日３限

C171 人とのつながりと絆、元気と勇気と生きる力 朝倉三恵
（みっちゃん） 大

692 総合学習
みっちゃんは将（まさし）くんのお母さん。小児ガンによって７歳で天国に旅立ったまさしくん。精一杯生き抜く力が発した温かい言葉の数 を々あ
りのままに紹介します。お互い気持が温かくなれたらいいですね。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：調整中【単発】14日３限

C172 日本の伝統産業を見てみよう！！ 竹内友貴
（トラストネット） 大

734 地域・祭り
東京スカイツリーで注目をされている日本の伝統産業。テレビ番組やラジオでも紹介されている「日本の職人」についてみんなで考えてみよ
う！！忘れかけている日本の手仕事について実際にモノに触れて考えてみよう！！
●定員：なし【単発】14日３限

C173 ギターを一緒に弾きましょう 栗山量
（岡崎城西高校） 大

739 音楽・踊り
アンプは各自持参でいろいろな曲を弾いてみましょう。持ち運びが面倒ですので、エレキギターとミニアンプがあれば良いと思います。アンプ
のない人は生音になりますので悪しからず。
●定員：なし ●持ち物：ギター、アンプ、マルチエフェクターがあればヘッドホンと一緒に持参【単発】14日３限

C174 心に沁みる名言を 市川庸輔
（名経大市邨） 高

744 国語・文学

古今の”名言”を採集。”ことば”を中心において、お話ができる機会になればと思います。
●定員：なし【単発】14日３限

C175 冥府会＝名プ会 vier 白井達也
（鈴鹿高専） 高

751 情報・商業
冥府会＝名プ会も４回目となりました。鈴鹿高専より白井達也先生をお呼びし、「手軽に楽しめるビジュアル系オブジェクト指向型言語Processingで古典的プログラミングに挑戦！」と題して開講します。
●定員：40名 ●費用：なし ●持ち物：簡単なプログラミング経験があることが望ましい。ノートPCあればProcessing環境を配布します。●申込先：中京大中京 脇田まで ●申込連絡先：
09071031694 ●申込先E‐mail:samasemi@andragogie.org【単発】14日３・４限

C176 「シックハウスって何？」 福田啓次
(NPOアレルギーネットワーク） 大

768 保体・健康
シックハウスって法規制があるからもう無くなった、って思っていませんか？法規制があるのはホルムアルデヒドだけで、建材からは他にもたくさ
んの化学物質が放出されているのをご存知ですか？
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日３限

C177 チェバの定理、メネラウスの定理 水谷明子 高
779 数学・算数

数学A・平面図形の分野より、チェバの定理とメネラウスの定理を証明し、演習を行います。授業形式ですので筆記用具をご用意ください。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日３限

C178 ジャグリングをしてみよう 東海高校ジャグリング愛好会
（東海中学・高校） 高

817 趣味

簡単なジャグリングの技を練習します。少し練習すれば、できるようになるものばかりなので、ぜひ来てください。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装で【連続】14日３・４限

C179 難病、難聴、一人旅、オルガンの挑戦。 原田恵三子 高
839 人生
引っ込み思案、内気、ネクラ、人見知り、無口、私の学生時代。そんな青春があったからこそ、今がある。私の話を聞いてみませんか？がむしゃ
らに生きてきた秘訣を話します。エミコ流のおしゃべりをお楽しみに！
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日３限

C180 スラップ・ベースを体験しよう！ 大久保 寛之
（甲陽音楽学院） 高

844 音楽・踊り
スラップテクニックを基礎から教えます。フォームから、サムピング、プリング、その他のテクニックをリズム、フレーズの説明を交えて解説します。初心者から経験者まで、お気軽にどうぞ！
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：ベース・シールド ●申込先：磯崎 澄 ●申込連絡先：0120‐117‐540 ●申込先E‐mail:Nagoya@koyo ●関連ページ：www.koyo.
net【単発】14日３限

C181 東邦高校家庭科クラブ エコクッキング 東邦高校家庭科部
（東邦高校） 高

850 料理・手芸
豆腐や豆乳を作る工程でできる『おから』は１年間で80万トン発生！大半が廃棄されてしまいます。もったいない…『おから』を使ったクッキーを
作ってみませんか。おいしくて栄養価も高いおからクッキーを作ろう！
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】14日３・４限

C182 歌が大好き！もっと上手く歌いたーい！ SAT
（甲陽音楽学院） 大

855 音楽・踊り
とにかく歌うの大好き！なあなた。もっと歌が上手くなるコツ教えちゃいます。大きい声で歌うのって気持ちいいよね。カラオケでヒーローになれるカ
ッコいい歌い方、上手なハモリ、高い声の出し方などを身に付けよう！
●定員：30名 ●費用：無料 ●申込先：磯崎 澄 ●申込連絡先：0120‐117‐540 ●関連ページ：www.koyo.net【単発】14日３限

C183 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

856 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

C184 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

862 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

C185 映画「終わらない戦争」を観よう 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

891 平和

旧日本軍はアジア各国で少女たちを集め、兵士たちの性の相手をさせました。被害女性たちの証言を集めた映画を見て、共に考えましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日３限

C186 籐ででバックを作ろう！！ 高橋 常子 高
892 趣味
今年もたっぷり時間をとりましたので、１日で仕上がるバックを用意しました。ぜひ体験し「籐」を知ってください。そして自分で作成したバックで
お出かけしましょう！
●定員：なし ●費用：500～700円 ●持ち物：はさみ、定規 ●申込先：高橋常子 ●申込連絡先：052‐762‐3395【連続】14日１～４限

C187 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

C188 たかくらんらん♪にぎやかお料理 伴奈津希、金子ひかる、小嶋彩華、平野朋子
（名経大高蔵） 高

907 料理・手芸
初心者さんでも大歓迎！の簡単お料理講座です。みんなで楽しくお菓子を作り、美味しく味わいましょう。何を作るかは講座が始まるまでのお楽
しみ☆誰でも作れるお手軽さなので、男女問わず気軽に参加をしてください。
●定員：なし ●持ち物：タオル、エプロン（あれば）【単発】14日３限

C189 ポケモンしようぜ（＾o＾）／ 河田健登
（名経大高蔵） 大

921 その他

６月に出たポケモンの新作、ポケットモンスターBW２。みんなで一緒にポケモンバトルをしましょう！ルールは「楽しく」です！！！
●定員：なし【連続】14日３限

C190 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

C191 ウシガエルの解剖 田中円＆島田尚幸
（東海中学校） 高

959 理科・実験
学校で解剖実習が行われなくなりましたが、手触りやにおい、固体ごとに異なる胃内容物など解剖でしか知ることはできません。ウシガエルを
通して、からだのつくりやしくみ、生活環境、ヒトとのつながりなどを学ぼう。
●定員：30名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：エプロン【連続】14日３・４限

C192 フクシマとエネルギー～原子力の恐怖から～ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
988 科学・技術
福島第一原発事故によって明るみに出始めた原子力発電所の危険性。事故を起こせば多くの人 の々生活を奪う原発を動かし続けてよいの
か。電力不足や大事故による影響など、様 な々視点から原発を考えます。
●定員：なし【単発】14日３限

C193 ドッジボーーーーーール！！！！ 水野佑哉
（南山男子部） 高

997 保体・健康

みんなで楽しく体を動かして暑さをふっとばせ！！！！！！
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服、水分、元気！【単発】14日３限

C194 れっつ速記！かな文字はもう時代遅れ？ 飯田愛子・サマップ
（西陵高校） 高

999 趣味
速記とは？読まれた文章を特別な文字を使って書き取ること☆「か」は「ー」、「た」は「／」と書きます。繋げて書くとまるでアラビア文字☆みみずと
かいっちゃだめ。普段触れることのない速記で遊んでみませんか？
●定員：なし【単発】14日３限

C195 白熱授業！！子供達が喜ぶ金銭教育のご提案 松本広導
(NPO法人日本FP実務振興会） 高

1033 教育・子育
金銭教育用に開発されたボードゲームを活用した金銭教育をすることで、生徒達は休憩時間も惜しんで白熱し授業に取り組みます。お金の専門家だからこそ出来る、金銭教育の授業方法を実践
体験していただけます。
●定員：18名（先着順）●持ち物：電卓、筆記用具 ●申込先：松本 広導 ●申込先E‐mail:kobo.matsumoto@gmail.com ●関連ページ：http://ftcfg.com/nagoya【単発】14日３・４限

C196 数学って楽しい？ 丹羽 鋼司
（桜丘学園（高校）） 高

535 数学・算数

数学の楽しさについて語り合いましょう。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日４限

WC01 野生のニホンリス、ムササビのフィールドを 北山克己
（守山リス研究会） フ

９ 自然・環境
９：30から14:30まで名古屋市守山区の東谷山で、野生の哺乳類が生息する状況と歴史、棲息条件、保全のための活動や自動撮影装置の設置利用状況、里山の歴史と動物などを現地で学びます。
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：お弁当、水筒、カメラ、筆記具、登山用の服装、長袖、長ズボン、ボウシ ●申込先：北山克己 ●申込連絡先：090‐9191‐0087 ●申込先E‐mail:risuken@
kzc.biglobe.ne.jp ●関連ページ：http://www.asahi‐net.or.jp／�fb４m‐iszk/risuken ●集合場所：名古屋市守山区上志段味 東谷山 ●集合時間：09:30【単発】14日１～３限

WC02 戦没画学生慰霊美術館・無言館 鷹羽正明
（弥富高校＆海南ブロック） フ

24 平和
「一度だけでいゝ あなたに見せたい絵がある」（窪島誠一郎氏・無言館館主）弥富高校PTA文化サークルささゆり、の今年で９回目のフィールドワークです。詳しい案内を差し上げます。ご連絡ください。
●定員：20名（先着順）●費用：3,000円（諸経費込）●持ち物：なし ●申込先：鷹羽正明 ●申込連絡先：090‐2614‐1147 ●申込先E‐mail:kaiketu‐takanohane@docomo.ne.jp ●集合
場所：弥富高校スクールバス駐車場 ●集合時間：08:00【単発】14日１～４限

WC03 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WC04 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WC05 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WC06 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WC07 おやじサミット 愛知おやじの会連絡協議会 永田 孝
（知多自然観察会） フ

109 教育・子育
愛知私学おやじの会連絡協議会では今回はフィールドワークを選択しました、野間海岸にて海の生き物観察会を行います、「おやじと目から鱗！感じて知る、海（浜辺）の自然」勉強したいと思います。
●定員：15名（先着順）●費用：数百円（レジャー保険代金）●持ち物：筆記具 ビーチサンダル タオル 帽子 飲み物など 熱中症対策グッズ ●申込先：鷲津 忍 ●申込連絡先：090‐9338
‐1701 ●申込先E‐mail:washizu@sf.starcat.ne.jp ●集合場所：名鉄 知多新線 野間駅 ●集合時間：11:00【連続】14日２・３限

WC08 知多半島で化石採集 宮東靖浩
（日本福祉大学付属高校） フ

292 理科・実験
知多半島の先端の師崎には、1500万年前ころの海にたまった地層があります。その地層で、貝などの化石や、めずらしい「カニのツメ（本当はエビ）」の化石がとれます。化石が好きな人集合！
●定員：15名（先着順）●費用：交通費1000円程度 ●持ち物：〔必ず持って来るもの〕：水筒・軍手・新聞紙・ビニール袋・雨具・帽子〔あれば持ってくるもの〕：ハンマー（かなづち）●申込先
E‐mail:yasuhiro@n‐fukushi.ac.jp ●集合場所：名鉄河和駅改札出口 ●集合時間：13:20【単発】14日３・４限

WC09 沖縄の基地はどうなる？ 酒井 満 フ
311 社会・歴史
どうなってるの？どうなっていくの？マスメディアで報道されていることだけでは分からない現地の人 の々暮らしと気持ちを私たちは知らないので
は・・・。沖縄の酒井さんが語り、参加者と共に考える。
●定員：なし ●費用：500 ●集合場所：名古屋国際センター４F第３研修室 ●集合時間：13:20【単発】14日３限

WC10 定光寺自然散策と昆虫採集 若園太希
（南山高等学校男子部・理科部生物班） フ

448 自然・環境
名古屋駅から電車にゆられてること約30分。定光寺周辺にはまだたくさんの自然が残っています。みなさんも昆虫採集や植物とふれあいながら自然散策しませんか？（雨天中止）
●定員：なし ●持ち物：軽めの昼食・水筒・動きやすい服装（帽子、長袖、長ズボンがのぞましい）捕虫網 ●申込連絡先：090‐2948‐8260 ●申込先E‐mail:taiki.w_biology
@docomo.ne.jp ●集合場所：JR中央線定光寺駅改札を出てすぐの駐車場 ●集合時間：10:00【単発】14日１～４限

WC11 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：中央道 恵那峡SA ●集合時間：10:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WC12 エリアフィッシングに行こう！ 赤坂 学
（大同大学大同高等学校） フ

652 趣味
信州・平谷湖でエリアフィッシングを楽しみませんか？帰りに温泉で疲れを癒しましょう。
●定員：５名 ●費用：5,000円 ●持ち物：ルアー用釣具一式 ●申込先：赤坂 学 ●申込連絡先：090‐7913‐9805 ●申込先E‐mail:
n.kutuna@daido‐h.ed.jp ●集合場所：名鉄常滑線大同町駅ロータリー ●集合時間：06:00【連続】14日１～４限

WC13 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WC14 映画英語フェスティバル 井上 雅紀
（映画英語教育学会・中部支社） フ

825 英語・国際
映画「英国王のスピーチ」を見て英語を学ぶイベントです。ZIP‐FMの落合健太郎さんのトークもあり、参加者全員に映画シナリオがプレゼントされます。映画の好きな人は是非おいで下さい。
●定員：100名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：ATEM中部支部 http://www.atem.org/tokai／ ●集合場所：名古屋国際センター（ホール）●集合時間：13:00【連
続】14日３・４限

WC15 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WC16 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WC17 戦争体験をきこう ピースあいち フ
942 平和
例年８月にピース愛知で行われている講座が一足早くサマセミにやってきます。戦争体験者の貴重なお話を、東邦会場から少しだけ足を伸ばしてお聞きください。（椙山中高の企画のため、定員が減る
可能性があります）
●定員：15名（先着順）●申込先：椙山女学園中学校社会科「戦争体験をきこう」担当者村上 ●申込連絡先：052‐751‐8131 ●集合場所：ピースあいち ●集合時間：13:50【連続】14日１～４限

D001 原発と差別社会 鎌田慧 大
981 その他
アメリカのスリーマイル島原発事故が起こる前から既に40年近く、地震列島・日本での原発建設に警鐘を鳴らし続けてきた。そして今、鎌田
氏が告発し続けてきた事が現実となって、私たちの目の前にある。
●定員：なし【単発】14日４限

D002 １日で解るダンスの基礎（誰でも踊れる） SAM
(TRF) 高

190 保体・健康
前半は簡単なストレッチ後に、ベーシックなリズム取りの練習をし、リズムをベースにしたステップを何種類か行います。余裕があれば簡単な振り付けを覚え、後半は質疑応答を中心にしたダンス講座です。
●定員：200名（先着順）●持ち物：ダンスのできる格好（シューズ・ドリンク・タオル持参）●申込先：アスクネット（菅原）●申込連絡先：052‐881‐4349 ●申込先E‐mail:sugawara@asknet.
org【連続】14日３・４限

9記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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D003 福島に生きる、福島を生きる。 和合 亮一 大
450 国語・文学
氏は、東日本大震災時に職場で被災。直後からツィッターで作品を発表し続け、大反響を呼んでいます。1999年に『After』で中原中也賞受
賞。2000年に『地球頭脳詩篇』で晩翠賞受賞。
●定員：なし【単発】14日４限

D004 「文明の質が問われている」 秋山豊寛
（日本初宇宙飛行士・ジャーナリスト） 大

122 平和
あの震災から１年が経過すると「３・11」は単なる「記号」になりつつある。そんなに「日常性」に戻りたいのだろうか。死者たち、被災者のうめき
は、人 の々耳に届かなくなっているのか。それは、おかしい！。
●定員：なし【連続】14日３・４限

D005 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

D006 東日本大震災と学校防災の教訓・そして今 数見隆生 千葉久美子
（東北福祉大教授 石巻高校養護教諭） 大

43 その他
命が守られた学校・教訓が残った学校―この事実を「天災で済ませてはいけない」と調査された結果と地域住民の避難所としてセンター的
役割を果たした石巻高校の経験から学校防災の教訓と今を語っていただきます。
●定員：なし【連続】14日３・４限

D007 電気を止められた74歳主婦に学ぼう！ 山田 征
（ヤドカリハウス）（市民活動家） 大

226 自然・環境
原発は安全じゃないから嫌だ。ならば、太陽光や風力発電は本当に安全でエコなのか。「えっ、そうなの？」「あっ、そうか」と気付かされる征さん
のお話。今こそ知っておきたい考えたい、自然エネルギーのからくり。
●定員：なし【連続】14日３・４限

D008 脱原発を掲げて～現職市長の熱い思い～ 三上元
（湖西市長） 大

284 平和
浜岡原発のある静岡県。その西端、湖西市の現職市長。11年前の９、11テロから原発の危険性を指摘し、現職市長として脱原発を表明！思
いを同じくする全国の自治体首長と連携。行動派市長の熱い思いを届けます！
●定員：なし【単発】14日４限

D009 「食品添加物」ーこんなふうに見てみたらー 中村博男
（三栄源エフ・エフ・アイ株式会社） 大

431 科学・技術
■ポテトチップスがおいしくて安全なわけ◆どこで使われているんだろう？●天然のものは安心・人工のものは心配？▲「使い方で食品添加物
になったりならなかったりすることが…？★☆体験コーナーもあります☆★
●定員：なし ●関連ページ：http://www.saneigenffi.co.jp／【単発】14日３・４限

D010 オリジナルカードを作ろう 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

89 趣味

普段ふれあうことの少ないマーブリングという技法にふれあって、自分だけのオリジナルカードを作ろう
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：特になし【連続】14日２～４限

D011 保育ってどんな仕事！？ 矢藤誠慈�
（愛知東邦大学人間学部 ） 大

911 教育・子育
保育士や幼稚園教諭がどんな仕事かということについて、どこで働けるか、どうしたらなれるか、保育者の専門性、保育の楽しさなどの点か
ら、楽しく学びます。
●定員：なし【単発】14日４限

D012 教育コーディネーターフォーラム2012 寺脇研・寺内義和・生重幸恵・佐藤孝治
（アスクネット・アスバシ連合） 大

938 教育・子育
1997年のサマセミ以来15年振りに実現！寺脇研氏とサマセミ実行委員長・私教連委員長の寺内義和氏のコラボ。教育コーディネーター、就
活・採用の会社社長が参戦し、21世紀型学びについてトークバトル。
●定員：なし【単発】14日４限

D013 恋愛の法則～ラブコミュニケーション～ 恋愛カウンセラー 神 ひとみ
(WADN実行委員会） 高

42 保体・健康
人を好きになり、愛することはステキなコト。親も学校の先生も教えてくれない恋愛について、事例を取り上げながら、楽しくお伝えします。恋愛に
ついて一緒に考えましょう。
●定員：33名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://ameblo.jp/loveandco【単発】14日４限

D014 学生が起業して学ぶ教育 寺島 雅隆
（愛知東邦大学経営学部助教（経営学博士）） 大

1020 国語・文学
大学教育においては、PBL（課題解決型学習）が取り入れられつつあります。起業というPBLを取り入れた実例を紹介すると共に、その学習効
果を考えます。
●定員：なし【単発】14日４限

D101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

D102 水を甘く感じさせる植物の試食と辛味の解説 島村光治
（日本福祉大学） 高

４ 理科・実験
水を甘く感じさせる『マビンロウ』を用いて水が甘く感じる実験を行い、特に辛味について楽しく学びます。講師が「お試しかっ！（テレビ朝日）」などで解説した内容を見ながら説明します。受講者全員試食付きです。
●定員：40名（先着順）●費用：300円（材料費）●持ち物：筆記用具 ●申込先：k‐shima@n‐fukushi.ac.jp ●申込先E‐mail:k‐shima@n‐fukushi.ac.jp ●関連ページ：http://www.taste‐m.com／【単
発】14日４限

D103 人間関係とコミュニケーション（社会人） ゴウ・ヨシダ
（名古屋大学） 高

26 人生
独りでは存在しえない人間にとって、人として成功するための重要な鍵となるのが、人間関係とコミュニケーションです。自分自身を知り、健全
なコミュニケーションと人間関係を阻んでいるものについて考えていきます。
●定員：なし ●申込先：吉田ひと美 ●申込先E‐mail:hitomiyoda@gmail.com【単発】14日４限

D104 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

D105 マイハシ作り、五角箸を作る 長坂洋
（都市の森再生工房） 高

51 芸術・工芸
角棒をカンナで削ってハシを作ります。五角形と四角形の台座を用意します。カンナ、サンドペーパーを提供します。10人以上、20人程。
●定員：20名 ●持ち物：汚れます、エプロンなど ●申込先：長坂洋 ●申込連絡先：052‐711‐5257 ●申込先E‐mail:nagasaga@
live.jp ●関連ページ：www.toshinomori.org【連続】14日４限

D106 大切なあなたを護る女性護身術教室 堀田本宣
（研身会 ） 高

57 保体・健康
いざという時のためにちょっとした護身術は知っておきたい・・・。でも、痛いのはイヤ！！そんなあなたに簡単で実践的な護身術を伝授します。「護身術」って意外と簡単に覚えられるのです。
●定員：20名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：運動できる服装、水分、タオル必須。●申込先：http://form１．fc２．com/form/?id=759206 ●申込連絡先：090‐8159‐2032
●申込先E‐mail:motonobu_h@hotmail.com ●関連ページ：http://ameblo.jp/martialarts‐kensinkai／【単発】14日４限

D107 ”すぐに遊べる”簡単おもちゃ作り教室 見神元義 大日本図書 演芸部
（大日本図書 名古屋支社） 高

77 理科・実験

廃材を使っての、かんたんなおもちゃ作りです。みんなで広めてください。今回はいろいろ、たくさん作ります。
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：はさみ・ホチキス【単発】14日３・４限

D108 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

85 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐに出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付
き♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】14日１～４限

D109 コスプレの歴史 山縣元樹
（コス援護会） 高

91 趣味
いろんな国で楽しまれているコスプレ。このコスプレが誰が初めて、どのように広まってどのように定着したのか。実体験をもとにお話します。
●定員：20名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：自由参加 ●申込連絡先：090‐6101‐1035 ●申込先E‐mail:motokigata
@gmail.com ●関連ページ：http://www.cosengokai.or.jp/index.html【単発】14日４限

D110 子どものやる気を引き出す魔法の質問 黒田忠晃
（数学コーチングスクール） 大

113 教育・子育
長年子どもたちの指導に携わってきた経験やコーチング等の知識をもとに、ゲームや遊びのように楽しみながらできるワークを通して、子どものやる気を引き出す気づきを得られます。
●定員：20名（先着順）●持ち物：筆記用具 ●申込先：数学コーチングスクール（空席がありましたら、当日申込も可能です）●申込連絡先：050‐5204‐1985 ●申込先E‐
mail:math.coaching@gctv.ne.jp ●関連ページ：http://www.gc‐net.jp/math.c.s／【単発】14日３・４限

D111 僕と契約してコミケに行こうよ！（前編） 川崎高介
(FORコミニケット） 高

128 趣味
コミケって何？同人誌って？初心者から経験者まで、分かり易く解説します。タイバニ・けいおん！等二次創作物からオリジナル創作物迄「好き」を共有して多く
の人と繋がるコミュニティを楽しみましょう。
●定員：50名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具有れば自作同人誌や各種メディア等 ●関連ページ：http://www.comike.jp／【単発】14日４限

D112 イントロドン！ 伊藤裕里奈 木本朱音 宇佐美 裕理
（弥富高校） 高

138 趣味
最近流行の曲からなつかしのヒット曲など、イントロクイズをしましょう！楽しくクイズ大会！正解数上位者には素敵な賞品が！！あるかも！（笑）気軽に参
加してください。
●定員：20名 ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込連絡先：0567‐68‐3101 ●申込先E‐mail:sgi55sgi@yahoo.co.jp【単発】14日４限

D113 日々ワクワク、人生バラ色の探し方 永松美一 高
150 総合学習
楽しみが十数項目あり、毎日がワクワクしており、極楽の毎日である。40年間続けてきた私の生涯学習から探し当てた方法で、無職に徹し、
スケジュールいっぱいである私の方法を教えます。
●定員：20名 ●費用：０円 ●持ち物：ノートのみ【単発】14日４限

D114 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

D115 自分探しの個性心理学 楽・楽に生きる２ 安藤 智子
（個性心理学研究所 名古屋支所） 高

176 教育・子育
分っている様で、分かっていない自分。探してみませんか・・・自分を知ることで、他の人が分かる。親子、夫婦、友人等、自分を知って認める。自分が変わって、あきらめる。
●定員：40名 ●費用：無し ●持ち物：筆記用具 ●申込先：安藤 智子 ●申込連絡先：090‐4269‐7173 ●申込先E‐mail:ken‐dai‐miho‐＠ezweb.ne.jp ●関
連ページ：http//www.chara３mr.sakura.ne.jp／【単発】14日４限

D116 “赤ちゃんたまご”を作ろう！！ 前田弘子
（前田助産院） 大

179 教育・子育
４ヶ月の胎児人形を作ります。コンドームに砂を入れて布を縫います。針と糸を使えたら誰でもご参加頂けます。一針ずつ縫いながら命の大切
さを再確認し、せめてコンドームの扱い方を知って欲しいという生（命）教育。
●定員：なし（先着順）●費用：材料費500円 ●関連ページ：http://www.la‐cuna.net／【連続】14日１～４限

D117 服装の自由について、スカートが大好き！ 和美 ＆ しんさく
（岐阜性教育研究協議会） 高

186 その他
男性はズボンだけと決めつけられている。学校でも女の子は選択出来るのに男の子は選択出来ないのはおかしいのでは？スカートを女性だ
けのものにする必要性があるのか？ある女の子の悲痛な訴えを元に考えていきます。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：なし ●申込先E‐mail:kazumi_yusa@yahoo.co.jp【連続】14日３・４限

D118 「定年後のわくわく生活」を実現する宝地図 豊玉 教雄 大
196 人生
定年後の生活を活性化するための、宝地図の作成方法を紹介します。
●定員：15名 ●費用：０円 ●持ち物：自分の写真、A３程度の白紙（カレンダー裏紙で可）、はさみ、のり、カラーペン ●申込連絡先：052‐
782‐7857 ●申込先E‐mail:NBK06703@nifty.com【単発】14日４限

D119 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

D120 これで解決！勉強お悩み相談室 なすけん 高
234 教育・子育
現役塾講師があなたの勉強の悩みを解決します！小学生～高校生、いずれの教科も歓迎します！これで、あなたの「モヤッと」が「スッキリ」に変わる！！＊事前予約も受け付けていますし、当日参加も可能です！！
●定員：15名 ●持ち物：教科書・参考書等 筆記用具 ●申込先：なすけん まで ●申込連絡先：080‐1626‐4081 ●申込先E‐mail:ken‐yuzumaru.mac@docomo.ne.jp【単発】14日３・４限、16
日３・４限

D121 バックギャモンで世界を目指そう バック我毛郎２世
（東海学園高校） 高

237 趣味

古くは平安時代に伝わり、双六の名の由来となったボードゲーム。ルールは簡単、「知力」と「運」で初心者もベテランに勝つチャンスあり。
●定員：12名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し ●申込先E‐mail:shirojogador@yahoo.co.jp【単発】14日１～４限

D122 不登校ーその意味するものと親の接し方 不登校について考える親と教師の会
（不登校について考える親と教師の会） 大

241 教育・子育
学校に行きたいのに行けないと訴える我が子を目の当たりにして動揺する親。無理やり登校させれば良いのかと悩む日々が続く。我が子の状態を
どう受け止め、接したら良いのか話し合ってみませんか。
●定員：なし ●申込先：後藤 憲政 ●申込連絡先：052‐409‐1297 ●申込先E‐mail:norimasa_goto@yahoo.co.jp【連続】14日３・４限

D123 アルミ缶アート制作体験会 宇野美紀子
(NPO法人CAN缶アートG) 大

252 芸術・工芸
空き缶（アルミ缶）を再利用してアート制作をします。用具はすべてこちらにて用意いたしますので、何も必要はありません。詳しくは、インターネット「アルミ缶のアート作品でリサイクルに貢献」で検索。
●定員：30名（先着順）●費用：材料代500円 ●持ち物：無し ●申込先：NPO法人CAN缶アートG 宇野美紀子 ●申込連絡先：090‐7601‐4818 ●申込先E‐mail:ruann@mbk.nifty.
com ●関連ページ：http://homepage３．nifty.com/ruann／【単発】14日１～４限

D124 だまされない！金融トラブル！ 賀澤 尚平
（プロミス 名古屋お客様サービスプラザ） 高

267 人生
複雑化するインターネットトラブルや、意外と知らないヤミ金問題は皆さんの身近に潜んでいます。自分だけは騙されないと思っていませんか？
最新の手口や対策を学び、決して騙されない消費者になりましょう。
●定員：なし【単発】14日４限

D125 社会福祉の現場 ～高齢者中心に～ 亀山知弘
（名商大附高（現 名古屋国際）卒業生） 高

287 福祉・養護
高齢者福祉の現場で働くとはどういうことか。現場での魅力、また苦労話をわかりやすくお話しします。介護に興味のある方、また介護を現在さ
れている方のご参加を歓迎しますよ。
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具【単発】14日３・４限

D126 ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間展 愛知県原爆被災者の会 コープあいち
（愛知県原爆被災者の会 コープあいち） 高

300 平和

被爆から67年経た今日の時点に立って、被爆者が心を込めて企画編集した組写真です。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

D127 若手議員にモノ申す！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
341 その他
これからの日本を背負っていただくであろう、若い議員さんにこれからの日本について高校生と一緒に語っていく講座です。コロコロ変わって
いく総理について、東北の未来について、そして私学について。
●定員：なし【単発】14日４限

D128 記憶力スケッチで楽しみましょう！ 掛布康
（栄徳漫研）（栄徳高等学校） 高

350 趣味
誰でもよく知っている（はず！）のキャラクターを、お題として出し合って、記憶力・画力・アレンジ力(!?)を競いましょう。昨年の講座でネタ詰まりのあげくにやってみたら意外や意外、盛り上がりましたよ。
●定員：30名 ●費用：なし ●持ち物：筆記用具（鉛筆・シャープペンシル・消しゴムで十分です）●申込先：栄徳高校漫画研究部 ●申込連絡先：0561‐62‐5000 ●申込先E‐mail:
doremich@mail.goo.ne.jp【単発】14日４限

D129 自分で鏡を作ってみよう 吉田 早希
（東海学園高校） 高

353 理科・実験

ガラスから鏡を作ります。自分で作った鏡はお持ち帰りできます。費用150円
●定員：20名（先着順）●費用：150円【単発】14日４限

D130 オシャレになろう！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
359 その他

高校生の考えるオシャレって何？そして、一人一人の思うオシャレについて話そう！語り合おう！
●定員：なし【単発】14日４限

D131 不景気の今だから学ぶ就職術 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
362 その他

不景気で就職率が悪い今、使える就職の基礎や豆知識など、教えます。高校卒業してから就職する人にも使える情報盛りだくさんです。
●定員：なし【単発】14日４限

D132 数学の裏の顔 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
372 数学・算数
普段なんとなく受けている数学。「これ社会で役立つの？」という意見も多いでしょう。しかし！実は社会で役立つのです！この講座ではそんな皆
さんの不満や鬱憤をすべて解消します。
●定員：なし【単発】14日４限

D133 コミュニケーション力を上げる 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
377 その他

初めて人に会ったとき、あまり仲良くない人と２人きりになったとき、宴会、などなど、様 な々場合に応じたコミュニケーション力を上げよう！
●定員：なし【単発】14日４限

D134 バトスピやろうぜ～真剣版 ガチでいこうぜ 三輪 尚立 高
390 趣味

バトスピやろうぜ。真剣に、ガチでバトスピをやります。勝負！
●定員：なし【連続】14日３・４限

D135 弥富のきんちゃん！～金魚すくいやろうよ～ 弥富高校生徒会
（弥富高校） 高

393 地域・祭り
世界に誇る弥富市の金魚です！夏と言えば、やっぱり金魚すくい！！子どもから大人まで、みなさん楽しみにきて下さい♪※金魚が無くなり次第
終了です。
●定員：なし【連続】14日２～４限

D136 ゆかたの着方レッスン 山口智代美
（東海中学・高校） 高

425 趣味

この講座では、ゆかたの着方を練習します。今年の夏は、自分で着付けたゆかたで、いろいろな場所にお出かけされてはいかがでしょうか？
●定員：15名 ●持ち物：ゆかた一式 ●申込先：紺野一弘（東海高校）●申込連絡先：052‐936‐5112【連続】14日３・４限

D137 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

D138 バンドクリニック 安城学園軽音部
（安城学園） 大

434 音楽・踊り
今回のバンド企画は30分間の公開練習＋本番１曲の形式で行います。MI‐ジャパンさんからアドバイスをもらい、勉強します。１～４限通し参
加が条件です。定員：先着10バンド
●定員：40名（先着順）●申込先E‐mail:samasemiband@gmail.com【連続】14日１～４限

D139 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

D140 「大学入試」知ってお得な初等幾何のお話 信川 正史
（星城高校） 大

463 数学・算数
入試の図形問題では「xy平面」「ベクトル」を利用する場合が多いようです。ただ、案外初等幾何（中学卒業程度）の知識で解ける問題があります。それを講師の独断と偏見
で紹介したいと思います。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具。コンパスや定規があれば最高。●関連ページ：http://www.nishnet.ne.jp／�math／【単発】14日４限、16日４限

D141 戦時中の愛知における中国人の強制連行問題 冨田好弘
（日本中国友好協会愛知県連合会） 高

486 平和
人間扱いしなかった愛知における中国人強制連行、強制労働の歴史的事実、終戦２ヶ月前まで「三菱」大府飛行場建設へ中国人480名連
行、半年で133名の死傷病者を出した。その証言、調査内容をご一緒に学びます。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：八木幸夫 ●申込連絡先：052‐763‐1152【単発】14日４限

D142 矯正教育とは何か～塀の中の人間教育～ 宮之原 弘 高
488 教育・子育
少年院や刑務所では、どのような教育が行われているのか。塀の中の知られざる生活の中に、我 も々教えられることが数多くあります。矯正教
育の歴史にふれながら、元法務教官が体験談も交えてお話します。
●定員：なし【単発】14日４限

D143 「音」だけで映画をたのしみませんか ボイスケイン・グローバル
（ボイスケイン・グローバル） 高

491 福祉・養護
見えないってどんな感じ？ 目の不自由な人と皆が一緒にバリアフリーで映画を楽しめるようシーンボイスガイドの台本作りからナレーションま
で行っています。あなたも台本作り、ナレーションを体験してみませんか。
●定員：なし【連続】14日３・４限

D144 警戒区域20kmを訪ねて 嶋田 朋恵 高
505 社会・歴史
福島第一原発から最も近い使用可能な広野駅を春休みに訪ねました。基本的な放射能の知識と、広野町の街並み、人 を々見て感じたことを
語ります。
●定員：なし【単発】14日４限
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D145 東京ディズニーリゾートの秘密 聖霊高フェス実行委員会
（聖霊） 大

509 その他

日本最大のテーマパーク、「東京ディズニーリゾート」について、人気の秘密や、パークにあるさまざまな工夫を紹介します！
●定員：なし【単発】14日４限、15日１限

D146 クッキー作り 前田右子
（豊川高校） 本

528 料理・手芸
卵を使いません。やわらかな歯ごたえで評判の良いクッキーです。作り方も簡単！さあ、一緒にどうぞ。申し込みは３人一組でお願いします。６組までの
限定とします。
●定員：18名（先着順）●費用：３人で1000円 ●持ち物：エプロン ●申込先：前田右子 ●申込連絡先：0533‐78‐4390【連続】14日３・４限

D147 日本史ーつくって遊ぼうー 新谷渉
（桜丘学園（高校）） 高

534 社会・歴史

江戸時代、こどもたちが夢中になって遊んでいたしゃぼん玉を再現して遊びたいと思います。
●定員：なし【単発】14日４限

D148 「そねさきさんねんき」稽古場公開 大嶽隆司
(TOP ACTOR'S STUDIO) 大

539 文化・芸能
年に１回のペースで時代ものの芝居をつづけてます今年は近松ものに題材をとった「そねさきさんねんき てんまやにまたみるゆめ」を９月に公演します。白熱の稽古の模様を公開し、芝
居仲間をふやしたいです
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：後藤 誠治 ●申込連絡先：080‐5138‐1545 ●申込先E‐mail:pde03027@nifty.com【連続】14日３・４限

D149 わわわわーっ。‐生徒会交流 安城学園高校生徒会
（安城学園高等学校） 大

552 特別活動
自分たちの学校を楽しく元気なものにしようと生徒会を運営している役員・執行部のみなさんの日頃の悩みや疑問など、交流しませんか。迫ってきている学園祭についても交流し、お互いにいいものにしましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●申込先：安城学園高等学校 生徒会 ●申込連絡先：0566‐76‐5105 ●申込先E‐mail:studentcouncil@anga.qee.jp ●関連ページ：http://anga.qee.jp/sc／【単発】
14日４限

D150 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

579 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】14日１～４限

D151 寺山修司の『田園に死す』をユングで読む。 森岡 稔
（星城高校） 高

601 国語・文学
寺山修司の映画『田園に死す』を深層心理学者グスタフ・ユングの象徴理論で読み解いていきます。まったくユングを知らなくても、あるいは
映画を観ていなくても、おもしろく聞けると思います。新しい世界が・・・・。
●定員：なし【単発】14日４限

D152 オーダーの作法「本当に得をする人になる」 オーダーコンシェルジュ 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

608 人生
買い物で得をしている人に共通すること。それは売り手ゴコロをくすぐるのが上手いこと。オーダー（注文）の仕方には作法があります。「同じ値
段でよりよいモノを」という買い物スタイルに共感する方に必聴の講座です
●定員：なし【単発】14日４限、16日４限

D153 葉脈標本を作ろう 大塚 優一
（愛工大名電高校） 高

612 理科・実験

植物（ヒイラギ等）の葉から葉脈にみを取り出して、ラミネート標本を作ります。
●定員：なし【単発】14日４限

D154 今年起こるであろう天文の奇跡 白井 慧太朗
（愛工大名電高校） 高

615 自然・環境

５つきに起こった金環日食をはじめ、「食」のしくみをわかりやすく講義します。15日の木星食のアドバイスあります。
●定員：なし【単発】14日４限

D155 口下手営業マンが今思うこと 林 一彦 大
622 人生
東日本大震災で学んだこと、大切な宝物を見つめなおし、今私たちにできることをお伝えします。岩手県大極町と釜石市で感じたこともお話
します。今回の支援では、お盆祭り用での「うちわ」を集めています。
●定員：なし ●持ち物：ハンカチ、うちわ（支援用）【連続】14日３・４限、15日３・４限

D156 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

623 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

D157 詩人茨木のり子の詩の世界で心を広く‐４‐ 中村 茂雄
（あいち生涯学習インストラクターの会） 高

625 人生
吉良町にゆかりのある詩人。戦後現代詩を牽引した日本を代表する詩人。童話作家、脚本家、随筆家。詩の多くは、選び抜かれた言葉で、
平明、単純な中にも批評精神を兼ね備えた質の高い格調のある詩の世界にひと時を。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日４限

D158 「季語かるた」で遊ぼう！ 和田始子
（東海中学校・俳句座シーズンズ） 高

646 国語・文学
俳人黛まどか監修「トコトコ季語かるた」を使い、遊びながら「季語」を覚え、日本語の豊かさと美しさを学びましょう。未就学児から大人まで大歓迎
です。最後に一句詠めちゃうかも！
●定員：20名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://homepage２．nifty.com/haikuza‐seasons／【単発】14日３・４限

D159 コーチングでコミュニケーション力をUP! 伊藤大介 大
668 その他
コミュニケーションで大切な「傾聴」（聴く）を中心に行ないます。人の話をただ聞くのではなく、注意を払って丁寧に耳を傾けることで、相手への
理解を深めるとともに、互いに信頼関係を深めることがねらいです。
●定員：12名【単発】14日４限、15日４限、16日４限

D160 紙で作る幾何図形 舟橋和諒
（桜丘高等学校） 高

677 数学・算数
折り紙・厚紙等を使い様 な々幾何図形や綺麗な模様を作ります。前知識は一切不要で、使うのはハサミや定規だけです。普段数学を全く触
らない方は是非ご参加下さい。
●定員：20名（先着順）●費用：０●持ち物：なし【単発】14日４限

D161 現役鉄道マンが語る！列車運行の裏側 現役鉄道会社乗務員
（岡崎城西鉄道研究部・安城学園旅と鉄道） 高

681 ～なるには
私たちが日々使っている鉄道は「どのように」運転されて、その列車に乗務する車掌や運転士は何を行っているのかを現役の鉄道会社の乗
務員がお話します。他にも乗務中の裏話や指差確認実演なども行います。
●定員：なし【連続】14日３・４限

D162 子どもの気持ち、親の気持ち、気持ちって 親業インストラクター太田智恵子 大
684 教育・子育
コミュニケーションって何だろう？人同士分かり合えるってそんな簡単なことじゃないのに… 話を聞く、伝えるを体験しながら、心の通じ合うコミ
ュニケーションについて考えてみます。ご参加お待ちしています。
●定員：24名（先着順）【単発】14日４限

D163 大学生が見てきたリアルな世界 伊藤里奈
(AIESEC南山大学委員会） 高

694 英語・国際
AIESECという団体を通じて、開発の海外インターンシップに参加した大学生が、貧困など現地の生の様子、自身が感じたことなどを伝えま
す。そこから、今私たちが社会問題に対して何ができるか考えてみませんか？
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www.aiesec.jp／【単発】14日１限、14日４限

D164 コミュニケーションの苦手克服☆ andante いとうまゆみ 高
697 人生

身近なあの人と関係をよくしたいケド、お願いもしたいケド、どう言えばいいのかムズカシイ・・・という方へ。お互い気分よく前に進める働きかけをココで覚えていきましょう。
●定員：12名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先E‐mail:itoma@andante12.com ●関連ページ：http://andante12.com／【単発】14日４限

D165 文化経済学ってなんだろう？？ 竹内友貴 大
735 地域・祭り
一般的な経済学に加え、地域や文化が持つ固有価値を含めて考える「文化経済学」について一緒に考えてみませんか？忘れかけていた

「ふるさと」の良さ、伝統的なものづくりの良さを再発見しませんか？
●定員：なし【単発】14日４限

D166 冥府会＝名プ会 vier 白井達也
（鈴鹿高専） 高

751 情報・商業
冥府会＝名プ会も４回目となりました。鈴鹿高専より白井達也先生をお呼びし、「手軽に楽しめるビジュアル系オブジェクト指向型言語Processingで古典的プログラミングに挑戦！」と題して開講します。
●定員：40名 ●費用：なし ●持ち物：簡単なプログラミング経験があることが望ましい。ノートPCあればProcessing環境を配布します。●申込先：中京大中京 脇田まで ●申込連絡先：
09071031694 ●申込先E‐mail:samasemi@andragogie.org【単発】14日３・４限

D167 あなたは感情派？身体派？楽しい心理テスト �井 誠
(fromHEART) 大

757 趣味
たった二つのタイプを見分けるだけの簡単心理テスト。でも驚くほど自分と相手のことが分かってしまいます！楽しんで学べる心理テストで自分と他人を理解し、コミュニケーションに役立ててみませんか？
●定員：40名 ●費用：500円 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：fromHEART ●申込連絡先：052‐806‐8042 ●申込先E‐mail:fromheart_nagoya@ybb.ne.jp ●関連ページ：http://
fromheart.livedoor.biz／【単発】14日４限

D168 麗水万博を知ろう！行こう！ マイケル岡田
（元週刊万博コラム記者） 高

774 英語・国際
今年８月12日までの韓国・麗水（ヨス）万博。行きたいけど、どうしようか…まだ間に合う！お得な情報を紹介。行かれた方はぜひ、思い出を語っ
てください。特別ゲストに万博好き！？～来たるミラノ万博の話も歓迎！
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし【単発】14日４限

D169 腹部すっきり♪筋肉コルセット 菅沼三佐子
（東邦高校） 高

775 保体・健康
ポッコリおなかを脂肪だけのせいにしていませんか？骨盤腔と内臓の位置を整え、姿勢を見直しインナーマッスルを意識することで、いつでも装着可能な「締付け過ぎない」オーダーメイドコルセットの出来上がり♪
●定員：10名（先着順）●費用：なし ●持ち物：できれば動きやすい服装（パンツ等）でご参加ください。●申込先：下記アドレスか電話番号へ ●申込連絡先：090‐1567‐6029 ●申込先E‐mail:sgnm
1174@yahoo.co.jp【単発】14日４限

D170 ジャグリングをしてみよう 東海高校ジャグリング愛好会
（東海中学・高校） 高

817 趣味

簡単なジャグリングの技を練習します。少し練習すれば、できるようになるものばかりなので、ぜひ来てください。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装で【連続】14日３・４限

D171 無限の話 村上悠
（同朋高校） 高

822 数学・算数

数学における、「無限」の世界を楽しみましょう。人間の常識的感覚を裏切られる楽しみは如何？
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】14日４限

D172 手づくり乾電池 竹腰 雅彦
（東海学園高校） 高

833 理科・実験

小学生から高校生まで簡単にできる乾電池。夏休みの自由課題にピッタリ！
●定員：16名（先着順）●費用：200円【単発】14日４限

D173 水戸黄門が斬る 社会科教科懇 高
836 社会・歴史
授業フェスティバルで行った公開授業の水戸黄門にもう一度チャレンジ。水戸黄門が様 な々社会問題を斬る中で日本の社会が持つ問題点
を浮き彫りにしたいと思います。
●定員：なし【単発】14日４限

D174 東邦高校家庭科クラブ エコクッキング 東邦高校家庭科部
（東邦高校） 高

850 料理・手芸
豆腐や豆乳を作る工程でできる『おから』は１年間で80万トン発生！大半が廃棄されてしまいます。もったいない…『おから』を使ったクッキーを
作ってみませんか。おいしくて栄養価も高いおからクッキーを作ろう！
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】14日３・４限

D175 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

856 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

D176 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

862 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】14日１～４限

D177 JAZZの歴史～実演を交えての概説～ 高畠 宏明
（東邦高校） 大

872 音楽・踊り
JAZZの歴史をアメリカの歴史と照らし合わせながら概説する。なお、本講義ではジャズミュージシャンを招いて実際に演奏をしながら、ジャズ
への興味・理解を深める演出をします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：ノート・筆記具【単発】14日４限

D178 籐ででバックを作ろう！！ 高橋 常子 高
892 趣味
今年もたっぷり時間をとりましたので、１日で仕上がるバックを用意しました。ぜひ体験し「籐」を知ってください。そして自分で作成したバックで
お出かけしましょう！
●定員：なし ●費用：500～700円 ●持ち物：はさみ、定規 ●申込先：高橋常子 ●申込連絡先：052‐762‐3395【連続】14日１～４限

D179 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

D180 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

D181 地球の懸け橋絵手紙 愛知淑徳高校PFC 高
932 英語・国際
ICANのTULAY PROJECTに参加しましょう！（といっても、ちょっとしたお絵かきをするだけです）国際協力の輪をひろげよう！ ちょっとした講
義もします。
●定員：15名（先着順）●費用：200円 ●持ち物：カードを送りたい人の住所（あれば）、切手（無くてもOK)【単発】14日４限

D182 たかくらんらん♪バルーンアート講座 平野 朋子
（名経大高蔵） 大

944 芸術・工芸

細長い風船がまさかこんな形になるなんて・・・！想像力と創造力を惜しみなく発揮させて、楽しくかつ美しい芸術の世界をのぞいてみましょう。
●定員：なし【単発】14日４限

D183 ウシガエルの解剖 田中円＆島田尚幸
（東海中学校） 高

959 理科・実験
学校で解剖実習が行われなくなりましたが、手触りやにおい、固体ごとに異なる胃内容物など解剖でしか知ることはできません。ウシガエルを
通して、からだのつくりやしくみ、生活環境、ヒトとのつながりなどを学ぼう。
●定員：30名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：エプロン【連続】14日３・４限

D184 名古屋大谷学内フェス☆ 名古屋大谷学内フェス
（名古屋大谷高校） 高

987 特別活動

ひとりひとりの個性ある力でみんなでいろんなことを乗り越えてきました！話をしたり群舞を教えたりします！
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：なし【単発】14日４限

D185 目からウロコの健康講座「脳とさくらんぼ」 下村和弘
（脳科学実践研究所・享栄） 高

1009 保体・健康
かつて成人病といわれた病気が若年化し生活習慣病と改名され、鬱病が蔓延するストレス社会といわれる現代。その真の理由に脳科学の
視点から迫る！現代人必見のセミナーです！
●定員：なし ●申込先：井村桂子 ●申込連絡先：090‐8159‐5409【単発】14日４限

D186 楽しいパステルアート 片山絢媛 高
1015 芸術・工芸
パステルを削って指で描く、穏やかで暖かみのあるアートを表現してみませんか。パステル調の優しい色たちに癒され、心地よい時間をご一
緒しませんか？誰でも簡単に素敵な絵が描けます。
●定員：20名（先着順）●持ち物：カッターナイフ（子どもは茶こし）、ものさし、セロハンテープ【単発】14日４限

D187 白熱授業！！子供達が喜ぶ金銭教育のご提案 松本広導 他５名
(NPO法人日本FP実務振興会） 高

1033 教育・子育
金銭教育用に開発されたボードゲームを活用した金銭教育をすることで、生徒達は休憩時間も惜しんで白熱し授業に取り組みます。お金の専門家だからこそ出来る、金銭教育の授業方法を実践
体験していただけます。
●定員：18名（先着順）●持ち物：電卓、筆記用具 ●申込先：松本 広導 ●申込先E‐mail:kobo.matsumoto@gmail.com ●関連ページ：http://ftcfg.com/nagoya【単発】14日３・４限

WD01 戦没画学生慰霊美術館・無言館 鷹羽正明
（弥富高校＆海南ブロック） フ

24 平和
「一度だけでいゝ あなたに見せたい絵がある」（窪島誠一郎氏・無言館館主）弥富高校PTA文化サークルささゆり、の今年で９回目のフィールドワークです。詳しい案内を差し上げます。ご連絡ください。
●定員：20名（先着順）●費用：3,000円（諸経費込）●持ち物：なし ●申込先：鷹羽正明 ●申込連絡先：090‐2614‐1147 ●申込先E‐mail:kaiketu‐takanohane@docomo.ne.jp ●集合
場所：弥富高校スクールバス駐車場 ●集合時間：08:00【単発】14日１～４限

WD02 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WD03 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WD04 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WD05 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WD06 知多半島で化石採集 宮東靖浩
（日本福祉大学付属高校） フ

292 理科・実験
知多半島の先端の師崎には、1500万年前ころの海にたまった地層があります。その地層で、貝などの化石や、めずらしい「カニのツメ（本当はエビ）」の化石がとれます。化石が好きな人集合！
●定員：15名（先着順）●費用：交通費1000円程度 ●持ち物：〔必ず持って来るもの〕：水筒・軍手・新聞紙・ビニール袋・雨具・帽子〔あれば持ってくるもの〕：ハンマー（かなづち）●申込先
E‐mail:yasuhiro@n‐fukushi.ac.jp ●集合場所：名鉄河和駅改札出口 ●集合時間：13:20【単発】14日３・４限

WD07 若者会議（話そう！聞こう！） 杉山 宙生 フ
310 社会・歴史
日本の今とこれからについて、日本に住む若者達からすべての若者に向けて、意見、情報、知識を交換、共有し発信する場としての若者会
議。一緒に考えたい。
●定員：なし ●集合場所：名古屋国際センター４F第３研修室 ●集合時間：14:40【単発】14日４限

WD08 定光寺自然散策と昆虫採集 若園太希
（南山高等学校男子部・理科部生物班） フ

448 自然・環境
名古屋駅から電車にゆられてること約30分。定光寺周辺にはまだたくさんの自然が残っています。みなさんも昆虫採集や植物とふれあいながら自然散策しませんか？（雨天中止）
●定員：なし ●持ち物：軽めの昼食・水筒・動きやすい服装（帽子、長袖、長ズボンがのぞましい）捕虫網 ●申込連絡先：090‐2948‐8260 ●申込先E‐mail:taiki.w_biology
@docomo.ne.jp ●集合場所：JR中央線定光寺駅改札を出てすぐの駐車場 ●集合時間：10:00【単発】14日１～４限

WD09 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：中央道 恵那峡SA ●集合時間：10:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WD10 エリアフィッシングに行こう！ 赤坂 学
（大同大学大同高等学校） フ

652 趣味
信州・平谷湖でエリアフィッシングを楽しみませんか？帰りに温泉で疲れを癒しましょう。
●定員：５名 ●費用：5,000円 ●持ち物：ルアー用釣具一式 ●申込先：赤坂 学 ●申込連絡先：090‐7913‐9805 ●申込先E‐mail:
n.kutuna@daido‐h.ed.jp ●集合場所：名鉄常滑線大同町駅ロータリー ●集合時間：06:00【連続】14日１～４限

WD11 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WD12 映画英語フェスティバル 井上 雅紀
（映画英語教育学会・中部支社） フ

825 英語・国際
映画「英国王のスピーチ」を見て英語を学ぶイベントです。ZIP‐FMの落合健太郎さんのトークもあり、参加者全員に映画シナリオがプレゼントされます。映画の好きな人は是非おいで下さい。
●定員：100名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：ATEM中部支部 http://www.atem.org/tokai／ ●集合場所：名古屋国際センター（ホール）●集合時間：13:00【連
続】14日３・４限

WD13 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

11記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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WD14 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WD15 戦争体験をきこう ピースあいち フ
942 平和
例年８月にピース愛知で行われている講座が一足早くサマセミにやってきます。戦争体験者の貴重なお話を、東邦会場から少しだけ足を伸ばしてお聞きください。（椙山中高の企画のため、定員が減る
可能性があります）
●定員：15名（先着順）●申込先：椙山女学園中学校社会科「戦争体験をきこう」担当者村上 ●申込連絡先：052‐751‐8131 ●集合場所：ピースあいち ●集合時間：13:50【連続】14日１～４限

E001 第15回大きな学力・波風体験・中高生弁論大会 中央実行委員会 高
286 国語・文学

大きな学力・波風体験・中高生弁論大会
●定員：なし【単発】15日１・２限

E002 介護福祉士になるには 愛の介護人シスターズ
（東浦・中村・愛西津島ブロック） 高

99 ～なるには
就職難と言われる中で介護の仕事は需要が増え続けています。でも、介護の仕事って大変じゃないの？どんな事？どうしたらなれるの？具体的
な取得方法などを経験を交えながらお話します。以外に楽しいお仕事ですよ！
●定員：なし【単発】15日１限

E003 子ども広場～幼児向け～ 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

100 教育・子育

手あそびをしたり、紙しばいを見たりしてみんなであそぼう。お子さまのお預かりもします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：お子さまに必要なもの【連続】15日１・２限

E004 飢餓とWFPの取り組み 国連WFP協会なごや 高
118 平和

飢餓の現状とWFPの世界での活動を映像でお伝えします。
●定員：なし【単発】15日１限

E005 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

E006 ホントに知ってる？HIV／エイズのこと HIVと人権・情報センター中部支部
(WADN実行委員会） 高

23 総合学習
エイズについて学習したり、ニュースや広告を見たりするけど、ホントに「自分は大丈夫」とか「平気だよ」と言えますか？いろんな角度からHIV/
AIDSについて見て・聴いて・考えて・体験するプログラムです。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●関連ページ：http://www.npo‐jhc.com【単発】15日１限

E007 海外大学進学という選択肢 西澤めぐみ
（海外進学研究会 留学カウンセラー） 大

324 英語・国際
「世界へ飛び出そう！目指せグローバル人材」（ダイヤモンド社刊）の著者が英語力に関係なく、強い意志があれば誰でもできる海外大学進学・
留学法を実体験を含め紹介します。
●定員：なし（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www.studyabroad.co.jp/book／【連続】14日３限、15日１限

E008 ハンセン病を知っていますか？ 平野 昭
（安城学園・福祉大付属・東海さくらの会） 大

423 人生
ハンセン病は感染力の非常に弱いライ菌による感染症です。古来よりその後遺症により差別偏見の対象となりました。ハンセン病の正しい理
解と社会復帰応援のためにこの講座で学んで下さい。パネル展も同時開催。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】15日１～４限

E009 みんなで使おうICT 名古屋市役所情報化推進課 高
772 情報・商業
いつでも、どこでもパソコンや携帯電話から、イベントの申込みができる「電子申請サービス」など便利で簡単なICTサービスや、インターネット
の利用で気をつけたいことなどを分りやすくご紹介します。
●定員：なし【単発】15日１限

E010 就活廃止論～会社に頼れない時代の仕事選び 佐藤孝治
(（株）ジョブウェブ代表取締役） 大

946 ～なるには
日本の新卒を取り巻く「就職活動＝シューカツ」が変わろうとしている。時代が変わる中、これからの高校生、大学生はどう自分を成長させ、就
活を乗り切ればいいのか、就活のエキスパートが語ります。
●定員：なし【単発】15日１限

E101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

E102 飛行機に乗る前に…空港アクセス鉄道に迫る 岡村 幸彦 高
13 旅行
新型機や格安航空等話題の多い飛行機ですが、関西・関東地区の空港へ行くためのアクセス鉄道にも注目！取材の過程で見えてきた京成
電鉄のある秘密やボーイング787、ファーストクラスについても迫っていきます。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】15日１・２限

E103 健康気功体験ー導引養生功 佐藤省三
(NPO全日本導引養生功連盟） 高

14 保体・健康
唯一、中国政府が公認している気功「導引養生功」の講習会を開催いたします。健康法の“気功”今回は、初心者でも一緒に動いて健康増進「八段錦」を中心に行います。また、理事長佐藤老師の演武も行う予定です。
●定員：40名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：底の薄い上履き・運動服・水 ●申込先：http://form１．fc２．com/form/?id=754626 ●申込連絡先：052‐915‐4034 ●申込先E‐mail:http://form１．fc２．com/
form/?id=754626 ●関連ページ：http://www.daoyinjapan.com／【単発】15日１限

E104 天然石でオリジナルアクセサリ‐作り 珠嵩 高
34 料理・手芸
毎年人気の、天然石を使ったアクセサリ‐作り。願い事を込めてストラップやブレスレットを作りましょう。初めての方も30分～40分で出来ますよ！連
続講座なので、時間内に他の講座と掛け持ちも可能です。
●定員：50名（先着順）●費用：500円から1000円 ●持ち物：あればコルクボ‐ド ●申込連絡先：090‐9932‐9801【連続】15日１・２限

E105 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

E106 パソコン・インターネットをやさしく学ぼう 加藤 伸喜 高
36 情報・商業
知らないうちに使う様になったPC、インターネット。でも本当に分かっている方は少ない。ウィルス、不正侵入、サイバーテロ、バックアップからクラウド等、基本講義の後、自由に質
問してみよう。講師が回答します。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具、講座資料(HPよりダウンロードしてお持ちください）●関連ページ：http://www.gctv.ne.jp／�ukiuki_m／【単発】15日１限

E107 アカペラ体験講座 Sugar Style Spirit
(Nest inc．（有限会社ネスト）） 大

38 音楽・踊り
「アカペラ」とは人の声だけで表現する音楽のこと。３年目の今年は、プロのアカペラバンド・Sugar Style Spiritを特別講師に迎えての開催で
す。初めての人にも「ハモる」感覚をお届けします。
●定員：40名 ●費用：０円 ●持ち物：特になし ●関連ページ：http://sugarstylespirit.com／【連続】15日１・２限

E108 楽しいロープマジック 原田進一
（豊川生涯学習講師） 高

60 趣味

みんなに見せられるロープマジックを覚えます。
●定員：なし（先着順）●費用：100円 ●持ち物：筆記用具【単発】15日１・２限

E109 アクティブイングリッシュ 下戸美子、服部菊美 高
79 英語・国際
目からウロコ！の楽しい英語講座！今年のテーマはオリンピック。４年に１度のチャンスです。オリンピックにちなんだことを英語で楽しく遊んでみま
しょう！参加することに意義がある！
●定員：なし【単発】15日１限

E110 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

83 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐ出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付き
♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】15日１～４限

E111 人生を豊かにする心理学～個性心理學～ 山下美智代
（個性心理學研究所 名古屋支所） 高

94 趣味
人の個性を12の動物キャラクターにあてはめることで、自分と他人の個性の違いを発見。今までストレスとして感じてたことがすっきりします。学
んだその日から活用でき人との会話が楽しくなる心理学です。
●定員：30名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具【単発】15日１限

E112 自分で作る竹トンボ 田中 茂実 高
106 趣味
自分で物を作る楽しさを味わっていただく為に、みずからの手で固い竹を削り、世界でたった１つの自分だけの竹トンボを作ってもらいます。自分で削って作った竹トンボが見事、空高く飛ぶ感動を味わって下さい。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：なし。小学生以下の参加は保護者同伴でお願いします ●申込先：当日 会場にて ●申込連絡先：090‐2770‐0461 ●申込先E‐mail:stanaka51@
yahoo.co.jp【連続】15日１・２限

E113 環境講座「熱帯林減少の要因について」 平井英司
（熱帯林行動ネットワーク名古屋） 高

115 自然・環境
熱帯林の減少する要因を、私たちの日常生活と関連付けて、わかりやすく説明します。環境問題がはじめての方、大歓迎です。どなたでもご
自由にご参加ください。
●定員：30名 ●費用：無 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：事前の受講申し込みは不要です【単発】15日１限

E114 あなたもマジシャン� 木下 弘明
（名古屋市役所マジッククラブ） 高

142 趣味
あれ？ どうして？ なんだぁ！！ だけど見ている人はビックリ、楽しくて簡単なマジック。 昨年は急病で中止し受講希望者には申し訳ありま
せんでした。 受講者は小学４年生以上！
●定員：20名（先着順）●費用：200円 ●持ち物：ハサミ【単発】15日１限

E115 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

E116 レッツ テニス！ 山本雅博
（享栄高校） 高

164 保体・健康
真夏のテニスコートで、いい汗流そう！ 中上級者はできるだけご遠慮を。テニスの用意をして来て下さい。全仏もウインブルドンもそしてロンドン五輪でも、話題になるのは日本人プレーヤーです。めざせ！４大大会！
●定員：10名（先着順）●費用：なし ●持ち物：テニスの服装。ラケット各自。●申込先：申込締め切り ６月22日 享栄高校 山本雅博あて ●申込連絡先：090‐3857‐1606 ●申込先E‐mail:
kyoeisogo@hotmail.com【連続】15日１限

E117 魔法の楽器一五一会を弾いてみよう JONNY‐TAKA
（名古屋中学・高校） 高

167 音楽・踊り
沖縄のフォークソンググループ・ビギンが、岐阜県可児市の世界的ギターメーカーと共同開発した「一五一会」。だれでも指一本で弾ける魔
法のギターを、あなたも弾いてみませんか。
●定員：20名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし【連続】15日１・２限

E118 人づきあいが10倍楽しくなる個性心理學 川原里香
（個性心理学研究所 名古屋支所） 高

185 人生
クラスメイト、部活、バイトの仲間で気が合う人、合わない人いますよね。そんな時どうしていますか？個性心理學では人の個性を動物に例え
て、友達づきあいの楽しくなる方法をやさしく学びます。今日からすぐ使えます
●定員：なし【単発】15日１限

E119 センター試験対策現代文 澤井淳
（南山男子） 高

187 国語・文学
私が南山高校男子部で実践している、大学入試センター試験の対策演習です。講座では論説文と小説文を１題ずつ、実際にといてみたい
と思っています。
●定員：なし（先着順）【単発】15日１限

E120 ジャグリングをやってみよう！ 岡崎城西高校ジャグリング部 高
200 趣味

いろんなジャグリングに挑戦してみませんか？ジャグリングに興味のある人集まれ～～～！
●定員：20名 ●費用：０円【単発】15日１限

E121 生物�、生物�の教材展示 武藤綾
（岡崎城西高校） 高

205 理科・実験
生物�と生物�の教材を展示します。わかりにくい内容を簡単に理解するためにつくったオリジナルの教材を中心に展示します。手軽な材料
で安く作れるよう工夫しました。是非興味のある方はご覧ください。
●定員：なし ●費用：０円【連続】15日１・２限

E122 かんたん たのしい 手作り絵本 はたけやま いくこ
（手作り絵本作家） 高

213 芸術・工芸

色紙を切って、貼って、楽しみながら絵本ができます。大人も子どもも、たのしめます。できた絵本は、あなたのオリジナル。
●定員：12名 ●持ち物：はさみ、のり、色鉛筆 ●申込先：畠山 郁子 ●申込連絡先：052‐914‐5760【単発】15日１限

E123 死刑廃止を考える 久富 惠雄
（死刑廃止フォーラムinなごや） 大

221 社会・歴史
国家が人の命を奪うことは許されるのか。死刑制度は必要なのか廃止すべきか。将来裁判員に選ばれ死刑判決を迫られるかも知れません。
死刑制度をめぐって様 な々角度からの議論を紹介します。
●定員：50名 ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日１限

E124 「赤ちゃんの駅」って なあに？ 中谷 風吹
(MaChild（マチルド）） 大

223 教育・子育
「赤ちゃんの駅」をご存知ですか？東京都板橋区発祥の、“乳幼児を連れた方は誰でも”授乳やおむつ替えができる施設のこと。名古屋市内
では今春スタートしました。たくさんたくさん、街に優しさがあふれますよう。
●定員：なし ●関連ページ：http://www.mapily.com／【連続】15日１～４限

E125 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

E126 リボンで作るリボンフラワー 加藤良江
（東邦高校父母OB) 高

243 料理・手芸

リボンフラワー専用の本格的リボンを使って簡単なお花を手作りしましょう！
●定員：なし ●費用：300円【単発】15日１限

E127 ベテルギウスはなくなってしまうのか？ 岡田 保 高
246 理科・実験
オリオン座の右肩に輝く１等星ベテルギウス（太陽系から640光年先にある超巨星）が間もなく超新星爆発をするという学説が発表され、注目
されています。果たして爆発はいつ起きるのか？ 地球への影響は？
●定員：30名（先着順）●申込連絡先：052‐795‐3788 ●申込先E‐mail:narano‐oka@par.odn.ne.jp【単発】15日１限

E128 おもしろ科学実験 名経大市邨中高科学部
（名古屋経済大学市邨中学・高校科学部） 高

277 理科・実験
４～６月にかけて名経大市邨中学・高校の化学部員が練習してきた実験をみなさまと一緒に行います。べっこうあめ、プラ板・携帯ストラップ作りなど一緒に楽しみましょう。
●定員：150名 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：佐藤 豊 ●申込連絡先：052‐721‐0161 ●申込先E‐mail:yutaka6665@hotmail.co.jp【連続】14日１・２限、
15日１・２限

E129 伝統芸能☆津軽三味線を体験しよう！ 木下翔平
（桜丘高等学校） 大

291 文化・芸能
津軽三味線全国大会で優勝経験のある現役高校生と、三味線の音色を楽しみましょう！
●定員：なし（先着順）●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：木下 ●申込先E‐mail:kino.z750fx‐3.8mk@docomo.ne.jp【単発】15
日１限

E130 心と身体のエクササイズ 高橋寿一 臼井あかね
(NSA高等学院） 大

293 福祉・養護
心と身体の密接な関係を学び、ほどよい緊張感の保ち方、ゆっくり緊張を開放しリラックスする方法など、前向きに生きていくために必要なスキルをカウンセラーと整体師のコラボで提案する参加型のプログラムです。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：無 ●申込先：事前申し込みは、052‐711‐2007まで。当日参加も大丈夫です。●申込連絡先：080‐4428‐8523 ●申込先E‐mail:aoyama@nsa‐ac.jp
●関連ページ：http://www.nsa‐ac.jp／【単発】15日１限

E131 ベーシスト機材自慢大会 沓名智丈
（岡崎城西高校） 高

302 趣味

自分のベースとお気に入りのエフェクターを持参してください。
●定員：なし【単発】15日１限

E132 英語でポン 内田宏海、奥出朝紀
（岡崎城西高校） 高

305 英語・国際
かつて世間を席巻したあの伝説の講座”英語でポン”が講師の気まぐれ（大会の日程、天気、子供の機嫌、中日の勝敗その他）でまたまたま
た名古屋に再上陸！今回が皆さんにお会いするのも最後かも・・・？
●定員：12名【単発】15日１限

E133 楽しく絵を描こう！ 野田 万貴
（岡崎学園） 高

326 趣味

ただ絵を描くだけです。ジャンルは問いません。マンガでもアニメ絵でも美術絵でも何でもOKです。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日１限

E135 ○○の解剖 渡邉 実恵
（弥富高校） 高

398 理科・実験
私たちの身近にいるフナなどの生物の解剖をします。生きた生物を解剖することでその心臓の動きや随意神経の役割を学びます。また、生命
の不思議にふれ、命の大切さを感じていただけたら嬉しいです。
●定員：20名（先着順）●費用：500円程度 ●持ち物：エプロン【単発】15日１限

E136 国語科”鏡花”懇～学習編～ 国語科教科懇 高
401 国語・文学
今回は、名前は知っているけど意外と読んだことのない文豪、”泉鏡花”にスポットを当て講座を開きます。フィールドワークでは、金沢を訪れま
す。
●定員：30名（先着順）●持ち物：筆記用具【単発】15日１限

E137 不登校がもたらした「ほんとうのしあわせ」 崎野 莉予児
（プロセスグループゆるゆる） 大

410 教育・子育
不登校・学習障碍の子を持つシングルマザーが「自分気づき」と「発想の転換」で乗り越えた家族の課題解決のプロセスを伝えます。そして、

「ほんとうのしあわせ」とは何かをみなさんと一緒に考えます。
●定員：なし【単発】15日１限

E138 確率パズル 井坂雄一郎
（東海中学・高校） 高

413 数学・算数
確率は、人間の直観に反することがあります。パズルを通じて、確率独特の考え方に馴染んでもらいたい講座です。あわせて、大学受験に役
立つテクニックを解説します。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日１限

E139 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

E140 本当は知らない地震の話 鈴木脩平
（名古屋大谷高等学校） 大

429 理科・実験

忘れてはいけない昨年の地震。そもそもなぜ発生するのか。あらためて地震の基礎を確認してみませんか。
●定員：なし【単発】15日１限

E141 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

E142 エチュードをしよう 美穂 海月 香苗 麗紗 ＋α
（愛知淑徳中学演劇部） 高

474 趣味
エチュード（簡単な即興でやる寸劇のこと）をみんなでやります！ いくつかのグループに分かれてエチュードをしたら、最後に発表してもらいま
す。是非来て下さい。
●定員：25名 ●申込先：木下美穂 ●申込先E‐mail:mihociko.amnos‐48929@ezweb.ne.jp【単発】15日１限

E143 歌舞伎音楽へのご招待 吉住 小美月、長田 芳裕
（伝統の音と舞実行委員会） 高

475 音楽・踊り
ヒャイトロヒャリリ♪歌舞伎の舞台で演奏する人の頭の中です。歌舞伎音楽は日本語です。あなたも日本語で学ぶ音楽を体験してみましょう。
解説(１限目）、笛(２限目）、唄・三味線(３限目）
●定員：20名【連続】15日１～３限
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E144 謎解きは読書のあとで 図書館三銃士
（安城学園高校） 高

501 趣味
今年もやってきました、図書館三銃士です！！今回は３年３人、２年３人の合計６人で本に関するクイズやパズルを出していきます。本を読むのが
好きな人も、そうでない人も、ここで読みたいと思う本を見つけませんか？
●定員：20名【単発】15日１限

E145 東京ディズニーリゾートの秘密 聖霊高フェス実行委員会
（聖霊） 高

509 その他

日本最大のテーマパーク、「東京ディズニーリゾート」について、人気の秘密や、パークにあるさまざまな工夫を紹介します！
●定員：なし【単発】14日４限、15日１限

E146 教わる力 粂田一樹
（創発講座） 高

516 教育・子育
うまく教える力があるように、教わる力というものがあります。本当に勉強や仕事が出来るには、教わる力が必要だと思います。教わる力とは何か？どうやって鍛えたら良いのでしょう
か？一度考えてみませんか？
●定員：40名 ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先E‐mail:turkey2220@nifty.com ●関連ページ：http://turkey‐557.cocolog‐nifty.com/blog／【単発】15日１限

E147 映画スターが英会話の先生iPen体験教室 鈴木誠
（スクリーンプレイ） 高

518 英語・国際
名作映画セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が、最近テレビでよく見かける本から音声が聞こえる音声ペンの技術を導入しました。
書籍から映画スターの声が聞こえるiPenの体験教室を開きま～～～～す。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：特になし ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】15日１～４限

E148 ルービック・キューブ 石橋 政弘
（愛知淑徳高校） 高

541 趣味

自分の手でルービック・キューブ６面完成させよう！誰にでもできる！やってみると面白い！老若男女問わず。
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：ルービック・キューブ【単発】15日１限

E149 福島の生徒達の今、学校現場からの報告 福島の現役高校教師・家庭科教科懇・OB
（家庭科教科懇・OB) 大

575 その他
3.11何も知らされずいつものように普通の学校生活を送らされていた。その時すでに校庭には放射能が充満していた。知らされなかったこと
が10年20年後この子達に苦難を背負わせる。今何をすべきか共に考えたい
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日１～４限

E150 恋文の技術ー古典面白ラブレター 宮本恵枝
（愛知淑徳高等学校） 高

578 国語・文学
「恋文」を書いたことがありますか？古典の世界は、ありとあらゆるラブレターで溢れています。昔 の々恋文たちから、現代においても今すぐ使え
る恋文の技術を身につけてみませんか？
●定員：なし【単発】15日１限

E151 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

580 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】15日１～４限

E152 長期投資から広がる仲間づくり 仲木威雄
（さわかみ投信株式会社） 高

586 人生
・人生は一度です。自分軸をもってしなやかに強く生き抜こう。・なぜ、私たちは学ぶのか？それは世の中に貢献するため。・お金を活かす投資でワクワクする未来社会を一緒
に創造しよう。
●定員：50名 ●費用：無料 ●申込先：さわかみ投信株式会社 ●申込連絡先：0352267980 ●申込先E‐mail:seminar_entry@sawakami.co.jp【単発】15日１限

E153 トイ・ストーリー３を見よう！ 宮本佳奈
（同朋高等学校） 大

588 趣味

トイ・ストーリー３を一緒に見ませんか？1,2を見ていなくてもおもしろいよ！！ぜひ一緒に見よう！！
●定員：なし【連続】15日１・２限

E154 カナダ・バンクーバーの魅力 森岡 稔
（星城高校） 高

602 英語・国際
カナダ・バンクーバーの魅力を存分にご紹介いたします。移民を考えている私はそのいろいろな方法をも述べていきたいと思います。バンクー
バーよいとこ、一度はおいで！
●定員：なし【単発】15日１限

E155 バレーボールやろうぜ！ 名経大高蔵バレーボール部 高
621 保体・健康

初心者大歓迎。とにかくバレーボールを楽しみたいという人集まれ！
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装【連続】15日１・２限

E156 しなやかに健やかにヨガで元気に！ 児島 良子 大
635 保体・健康

体をほぐし心をほぐすことにより、リラックスした状態を作り、ストレスが解消し、気力が増し、やる気、元気が出てきます。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日１限

E157 秘密保全法とマイナンバー法とは？ 伊藤勤也弁護士・勝田浩司弁護士
（秘密保全法に反対する愛知の会） 高

640 社会・歴史
いま国会に上程されている「マイナンバー法」、次期国会に上程されるのではないかと言われている「秘密保全法」。 国民生活に大きく関わる法なのに、その中身は国民に知られていません。私たちの生活は？
●定員：40名（先着順）●費用：参加費は無料です ●持ち物：筆記具 ●申込先：「住基ネット反対運動を進める会・東海」申込不要・自由参加 ●申込連絡先：052‐759‐4980 ●申込先E‐mail:st‐hys@re.
commufa.jp ●関連ページ：http://nohimityu.exbiog.jp／【単発】15日１限、15日４限

E158 ポップなフラワーアレンジメント 大人気！ 戸田 直美 大
641 芸術・工芸
素敵なミニカップにお花や葉っぱ、木の実やリボンをアレンジ。最後はきれいにラッピングしてお持ち帰り。短時間でできるので、途中からでも参
加できま。親子で、友達で、カップルで、もちろんお一人でもOKです。
●定員：なし ●費用：700円 ●申込先：八木 ●申込先E‐mail:pf_arrange@yahoo.co.jp【連続】15日１・２限

E159 もっと知りたい愛知県のこと 金田健吾
（名古屋大谷高校） 高

658 社会・歴史
愛知県にはいろいろな歴史、文化、名物などがあり、今全国から注目を浴びています。そんな愛知県について詳しく知ることが出来る講座で
す。地歴が好きな人、愛知のことが好きな人はぜひ来てみてください。
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：なし【単発】15日１限

E160 たかくらんらん♪わくわく工作講座 川瀬 貴裕、平野 朋子
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 大

665 芸術・工芸
大学で学んでいる教育の知識を活かしつつ、楽しく不思議な工作の世界へご案内します。発見どっさり、驚きたっぷりの体験が待っています。
気軽に参加してください！
●定員：20名【単発】15日１限

E161 ベビーおけいこお試しプチ体験講座 神道・小坂、ほか
(COHAL‐Cafe) 高

667 教育・子育
ベビーサイン、ベビーマッサージ、ベビーヨガ、ベビーダンス、ベビーイングリッシュ、ベビーアート、数 あ々るベビーのおけいこを少しずつ試してみて、自分とベビーに最適なおけいこを見つけてください！
●定員：15名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：jindo@visionary‐life.co.jp ●申込連絡先：090‐7690‐6383 ●申込先E‐mail:jindo@visionary‐life.co.jp ●関連ページ：
http://cohal‐cafe.com【単発】14日１限、15日１限、16日１限

E162 私たちとエネルギー・放射線のつながり 今井光代
（アースネット・なごや） 高

685 自然・環境
３・11の大震災・原発事故から、私たちは生き方や価値観を考え直す機会をえました。私たちの今の生活に必要と思っているエネルギーは何？子供たちの未来に何が出来るか考えましょう。
●定員：40名 ●費用：０●持ち物：なし ●申込先：今井光代 ●申込連絡先：090‐4867‐0486 ●申込先E‐mail:mitsu‐im@yk.commufa.jp ●関連ページ：http://y‐kuro.
sakura.ne.jp/earthnet‐nagoya／【単発】15日１・２限

E163 麻雀やろうぜinサマセミ 藤原大悟 大
690 趣味

１日中麻雀をしましょう！！
●定員：なし ●持ち物：ある人は麻雀牌とマット【連続】15日１限

E164 ドラえもんは実現するのか？ 森本 英夫
（中部大学第一高校） 高

702 科学・技術
ロボットアニメといえば、鉄腕アトム、ガンダム、エヴァンゲリオン・・・そして今年はドラえもん生誕前100年。本当にドラえもんを実現できる日が来
るのか？現在の科学技術の進歩を理解してみよう。
●定員：なし【単発】15日１限

E165 これからの人生を占いで考えよう 羽場俊秀
（愛知学泉大学） 高

705 人生
これからの人生を占いで考えませんか？中国の四書五経のひとつである易経を元にした占いで、一緒に悩みを解決していきましょう。お気軽
にお立ち寄りください。
●定員：なし【連続】15日１・２限

E166 乳酸菌と酵母菌の発酵の違い！？ ナツヨ姫と７人の学生
（名城大学附属高等学校 自然科学部 発酵班） 高

719 理科・実験
乳酸菌と酵母菌の見た目、発酵の違い、それぞれの特徴を調べて、発酵についてより理解を深めていきましょう！それぞれの発酵食品が食べ
られるかも？
●定員：なし（先着順）●費用：100円 ●持ち物：なし【単発】15日１・２限

E167 簡単おうちパンとおもてなしカフェメニュー 光岡麻由美・長谷川由紀子
（名古屋中学・高校） 高

730 料理・手芸
ご飯を炊くように簡単にパン生地を作り、好きな時に好きなようにパンが作れたらいいですよね。今回は、ホットプレートで簡単にパンを焼いてみます。そのパンと一緒に簡単おもてなし料理も作って
みましょう。
●定員：30名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：エプロン ●申込先：光岡麻由美 ●申込連絡先：090‐2269‐0323 ●申込先E‐mail:mitukiyo@hm４．aitai.ne.jp【連続】15日１・２限

E168 HO鉄道模型運転講座 併・名空港写真展 名古屋経済大学高蔵中高 航空・鉄道研究会
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

737 趣味
参加４年目の今年は、HOゲージ・エンドレスを２m延長して一周15mに拡張するとともに、昨年から始まったNゲージでは、自作の中部国際空
港駅が登場します。HO・N模型の持ち込み運転可です。
●定員：なし【単発】15日１限

E169 ダイエットにも効く！耳ツボ療法入門３ 戸崎政寿
（鍼灸師、チャイナル！日本） 高

742 保体・健康
好評に引き続き３年目。耳ツボ療法はダイエットのみではなく、中国では病院でも行われる伝統療法。覚えて身内にやってあげよう。勉強に集
中できるツボも紹介。年々内容は進化、要望あればぜひ。夏に向けてオススメ！
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】15日１限

E170 簡単体験！中国遊び 佐々木亜矢
（愛華倶楽部、チャイナル！日本） 高

746 趣味
みなさん中国の遊びを知っていますか？中国コマは中国雑技でも披露される伝統的なおもちゃ。羽根つきを蹴る遊びは中国の街中でよく目
撃。難しいのでは…実はとっても簡単に遊べちゃいますよ！！さぁみんなで挑戦だ！
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】15日１限

E171 イースターエッグを作ろう！！ 福手真帆
（弥富高校国際交流同好会） 大

755 英語・国際
色とりどりで、オリジナルのイースターエッグが簡単に作れちゃう！飾るのもOK！食べるのもOK！アメリカのゲームで遊びながら、海外の文化に触
れてみよう！！
●定員：20名 ●費用：100円【単発】15日１限

E172 フットサル大会やりましょう！ 竹口 善朗
（弥富高校） 高

767 保体・健康
弥富高校ではクリエイティブタイムという本校独自の授業があります。そこで生涯スポーツの一貫としてフットサルに取り組んでいます。仲間と
共にチームを作って申し込んで下さい。（高校生のみ先着４チーム）
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：フットサルのできる服装と靴。【単発】15日１・２限

E173 建築士ってどんな仕事なの？ 新建築家技術者集団 会員
（新建築家技術者集団 愛知支部） 高

782 科学・技術
建築士になりたい人、建築士がどんな仕事をしているか知りたい人、建築士にまちづくりや家づくりで相談したい人、そんな方々ぜひ来てください。建築に携わっている専門家が「サロン」を開いています。
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：特になし ●申込先：福田啓次 ●申込連絡先：052‐719‐6790 ●申込先E‐mail:juseikatu@gmail.com ●関連ページ：http://www.geocities.jp/
sinken_aichi【連続】15日１～４限

E174 沖縄の基地が愛知にやってきた 丹羽宏文
（椙山女学園高等学校） 大

793 社会・歴史
沖縄の基地とはいったいどのようなものか。見て・聴いて・作業する中でみんなに少しでも基地について考えてもらえるようになったらいいなと思
います。
●定員：30名（先着順）【単発】15日１限

E175 みんなあつまれ★ちびっこ広場 青年協議会
（愛知私教連） 幼

797 教育・子育
待ちに待った夏がやってきた！ 今年もおにいさん・おねえさんといっぱいあそぼう！ 夏しかできない楽しいあそびがいっぱい！ さあ、みんな、
集まれ！！
●定員：なし【連続】15日１～３限

E176 和風のなにかを作ってみよう 森本 典子
（市邨高校） 高

805 国語・文学

折り紙・切り絵・ちぎり絵など、和の作品をつくりましょう！※準備の都合上、電話で予約をしてください。
●定員：15名（先着順）●費用：150円 ●申込先：市邨高校 （森本）●申込連絡先：052‐721‐0161【単発】15日１限

E177 これからの人生を占いで考えよう 中井義朗
（岡崎城西高校） 高

806 人生

78枚の色とりどりのカードがおりなすタロットカードのメッセージに耳を傾けてみませんか。
●定員：なし【連続】15日１・２限

E178 原発震災はどのように報じられたか 西形久司
（東海中学・高校） 高

816 社会・歴史
事故の深刻さが明らかになるにつれて、新聞紙上からメルトダウンの語が消え、政府見解だけが繰り返された。その頃、海外メディアは、福島
の地元紙は…？情報が必要な人ほど情報から遠いという21世紀のミステリー。
●定員：なし【単発】15日１限

E179 英文・速読力UP スーパー学習法 井上 雅紀・青木 美香
（愛知淑徳中学高校） 高

828 英語・国際
英文の読解と速読を、様 な々テクニックを使って実力をつけるのが目的。実際に英文問題にあたり（時間を測ったりします）、具体的に解説しま
す。速読と読解の技術をこの80分で自分のものにして下さい。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具【単発】15日１限

E180 ふしぎな数式～電卓で遊ぼう～ 後藤浩之
（椙山女学園中学校） 高

830 数学・算数
数式のなかには、おもしろい特徴をもったものがたくさんあります。芸術的といえるものもあります。その一部を紹介して、電卓も使って確かめてい
きたいと思います。
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具【単発】15日１・２限

E181 時事問題から考える 杉浦 長坂 高
831 総合学習
弥富高校で行っている課題研究の授業の一つ「時事問題から考える。」の授業のネタのなかから新鮮なネタを選んで授業します。ネタは時事
問題だけに鮮度が勝負なのでそのときのお楽しみ…
●定員：なし【単発】15日１限

E182 役に立つ英作文講座 佐藤弘嗣
（椙山女学園高校） 大

835 英語・国際
基礎的な内容でしかも日常生活に役立つ短文をたくさん覚えよう。こういうときはこう言う、ああいうときはああ言う、ということがわかれば英語は
ググッと楽しくなるよ。講座終了時にはほら、もう英語を話せている！
●定員：なし【単発】15日１限

E183 沖縄戦・糸数アブチラガマとおひなさま 中村桂子＆沖縄ゆうなの会
（故・日比野勝廣氏三女） 大

853 社会・歴史
沖縄本土復帰40年の今年。中国戦線から沖縄戦に転戦させられ、鉄血勤皇隊に爆弾を持って突っ込めと命じさせられた日比野氏の体験
を、１限目紙芝居（ゆうなの会）、２限目映像と講演（中村）で確認します。
●定員：なし【連続】15日１・２限

E184 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

859 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

E185 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

865 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

E186 人を見抜く技術 白石 恭一
（名経大高蔵） 高

871 人生

ウソをついた時のしぐさは？あの口癖に隠された真実とは？心理学の応用によって人を見抜く技術を身に付ければ、絶対人生が楽しくなる！
●定員：30名【単発】15日１限

E187 ロザフィをつくってみよう 河村 すず
（享栄高等学校） 大

883 料理・手芸
紙で作るバラの花「ロザフィ」を小物にあしらい、素敵な作品に仕上げます。初心者でも大丈夫。楽しみながら、オリジナルな作品を作ってみましょう。
●定員：30名（先着順）●費用：1,000円 ●持ち物：眼鏡が必要な方は持参してください。●申込先：享栄高等学校 山本雅博 ●申込連絡先：
090‐3857‐1606 ●申込先E‐mail:kyoeisogo@hotmail.com【連続】15日１・２限

E188 布ぞうりを作りましょう！！ 久木田 民子 高
887 趣味
使わなくなった浴衣やシーツの布を使って「布ぞうり」を作りましょう。これからの季節、素足ではけば、気持ち良く、足裏のツボを刺激して体にも
良いですよ！ 楽しく編んで、快適な夏を過ごしましょう。
●定員：なし ●費用：500円 ●持ち物：定規 ●申込先：久木田 民子 ●申込連絡先：052‐623‐4503【単発】15日１～４限

E189 沖縄戦・壕に置き去りにされた父 中村桂子＆ゆうなの会
（元兵士・日比野勝寛の三女） 大

888 社会・歴史
「沖縄本土帰還40年」の今年。中国戦線から沖縄戦へ転戦させられ鉄血勤皇隊に爆弾を持って突っ込めと命じさせられた日比野勝寛氏
（故人）の体験を語ります。１限は紙芝居上演(orビデオ上映）、２限講演です。
●定員：なし【連続】15日１・２限

E190 初心者向け簿記講座 中道 剛
（享栄高等学校） 大

890 情報・商業

簿記の基本から検定レベルまでの基本的な体系を解りやすく紹介します。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具、電卓【連続】15日１・２限

E191 ３度の震災ボランティアの報告 水野幸輝 佐藤奏太
（黄柳野高校） 高

894 特別活動

３度の震災ボランティアに行きました。一年前と今の被災地の違い等、報告します。
●定員：なし【単発】15日１限

E192 エヴァQのAnswer 服部 太郎 高
897 その他
新劇場版エヴァンゲリオン序・破の内容参照し、勝手にQの内容を考察するコーナーです。皆様、軽いお気持ちでご参加下さい。※Qのネタ
バレとなる危険があります。ご注意下さい。
●定員：なし【単発】15日１限

E193 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

E194 数学宿題お助け講座 数学科教科懇 高
903 数学・算数

夏休みの宿題を色 な々先生と一緒にやりませんか？小学生から高校生まで気軽に参加下さい。教えてくれる生徒も募集します。
●定員：なし【単発】15日１限

E195 光ヶ丘の合唱練習をみてください 光ヶ丘・合唱部員
（光ヶ丘女子高校） 大

905 音楽・踊り

光ヶ丘・合唱部の今年度コンクール曲の練習を見て、聞いてください！
●定員：25名 ●持ち物：笑顔を元気【連続】15日１限

E196 K‐POP! K‐POP! K‐POP! 至学館高校 ハングル愛好会
（至学館高校） 大

923 音楽・踊り

昨年好評だったK‐POP講座を今年も行います！今年も益々加熱するK‐POP旋風！！最新アーティスト情報をPV，クイズを交えて紹介します！！
●定員：なし【単発】15日１限

E197 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

E198 これで英語が聞ける？ 平野 朋子
（名経大高蔵高等学校） 大

931 英語・国際
英語を聞き、話せるようになりたい人へ・・・音声に関する理解とトレーニングはやはり重要です。講座が終わる頃には英語の力が確実に伸び
ていますよ。驚きの効果を保証します。
●定員：なし【単発】15日１限

E199 アイスクリームを作ろう 至学館高校商業科女子 高
934 理科・実験

冷蔵庫を使わずにアイスクリームを作ります。
●定員：なし ●持ち物：軍手【連続】15日１～４限
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E200 理科教科会実験教室 弥富高校理科会 高
961 理科・実験

弥富高校の理科会の総力をあげて、実験教室をおこないます。実験に関心のある人は是非。
●定員：なし【単発】15日１限

E201 みんなで遊ぼう！ 名古屋大谷高校生徒
（名古屋大谷高校） 高

990 その他

子どもたちも楽しめる講座です！
●定員：なし【単発】15日１限

E202 好きな洋楽を語たろう！ メイヤー万里子 大
1003 音楽・踊り

自分の好きな洋楽、ここでみんなと話しましょう！！
●定員：なし【単発】15日１限

E203 プロから学ぶコミュニケーションのコツ！ 多田えりか
（一般社団法人まなび考房） 高

1006 教育・子育
コミュニケーションって、どうすればいいの？面倒くさそうだなあ、なんて思っている人は必見！自分の思いをちゃんと伝える方法など、ゲーム感覚でコミュニケーションを上手くとるコツを伝授します。
●定員：30名 ●費用：０●持ち物：なし ●申込先：一般社団法人まなび考房 ●申込連絡先：052‐734‐6543 ●申込先E‐mail:info@manabi‐kobo.com ●関連ページ：http://
www.manabi‐kobo.com【単発】15日１限

E204 いまの沖縄・米軍基地？ワークシート授業 松田浩史
（不戦兵士・市民の会、社会科教科懇教員） 大

1012 社会・歴史
「日中戦争・沖縄戦、そして今」連続講座第１講座。今年は日中国交回復40年・沖縄本土復帰40年。第３講座（笠原氏），第４講座（近藤氏）
にむけ、今の沖縄を知る入門編。ワーク型で「基地の沖縄」を解説します。
●定員：なし【単発】15日１限

E205 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1017 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

E206 骨標本を作ってみよう！！ おまけつき！？ MEIJO BONE RUSH
（名城大附属高等学校） 高

1027 理科・実験
トリの肢の骨格標本を作ってみよう。標本を作ることで見えてくる進化の過程など新しくわかることがいっぱいです。ちょっとしたおまけも用意し
ています。
●定員：なし ●費用：50円【単発】15日１限

E207 群舞を踊ろう♪～希望プロジェクト第２幕～ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
1034 その他

目指せ！1000人群舞！！ 昨年に続き、この秋も希望プロジェクト第２幕で群舞を行います。あなたも一緒に踊ってみませんか？
●定員：なし【単発】15日１・２限

WE01 浜名湖ぐるっとチャリンコ旅50km 菅沼 章
（享栄高校） フ

107 旅行
浜松を起点として浜名湖をぐるっと回ります。絶品うなぎの店でランチ、近くに温泉もあります。奥浜名湖をさらに廻って新所原ゴール。JRを使った輪行ですので、輪行袋など必要です。
●定員：５名（先着順）●費用：JR3340＋昼食代など ●持ち物：輪行できる用具、雨具など ●申込先：菅沼 章 ●申込連絡先：080‐5105‐1894 ●申込先E‐mail:a1230@
ma.ccnw.ne.jp ●集合場所：JR金山駅改札口前 ●集合時間：07:00【連続】15日１～４限

WE02 草木染めを体験しましょう 畔野友紀
（東邦高校） フ

127 趣味
自然の草木から染料を煮出して、染めてみましょう。同じ植物でも、媒染を変えると違う色に変化します。身近な植物の不思議な力に触れてみましょう。
●定員：６名 ●費用：材料費300～500円程度 ●持ち物：エプロン、タオル、昼食 ●申込先：東邦高校 畔野友紀 ●申込連絡先：052‐779‐
4669 ●集合場所：地下鉄東山線上社駅 ●集合時間：09:30【連続】15日１～４限

WE03 ミニトマト農業体験 宮本 純
（日本福祉大学付属高等学校） フ

273 理科・実験
甘くておいしいミニトマトが、お店をにぎわしています。どのような工夫がなされているのか？！ どのような苦労があるのか？！ など収穫体験なども含めて学びます。集合は名鉄河和線「巽ヶ丘駅」に９：00です。
●定員：６名（先着順）●費用：体験には必要なし。交通費は自己負担。●持ち物：筆記用具・カメラなど ●申込先：日本福祉大学付属高等学校 ●申込連絡先：0569‐87‐5730 ●申込先E‐mail:jun@
n‐fukushi.ac.jp ●集合場所：名鉄・河和線「巽ヶ丘駅」●集合時間：09:00【単発】15日１・２限

WE04 被曝後のマーシャル諸島知っていますか？ 中原 聖乃 フ
309 社会・歴史
1954年ビキニ環礁でのアメリカの水爆実験で大きな被害を受けた。その後、移住を余儀なくされた共同体では、現在生活再建という重い課
題に向き合っている。それは福島の未来を思わせる。
●定員：なし ●集合場所：名古屋国際センター４F第３研修室 ●集合時間：09:20【単発】15日１限

WE05 スクーバダイビングを楽しもう 伊藤哲夫
（享栄高等学校） フ

421 自然・環境
日本の珊瑚北限の地、南紀串本の海でダイビングします。老若男女すべてOK。初めての方は体験ダイビング、経験者はファンダイビングを、プロのインストラクターガイドと一緒に行います。天然温泉も楽しめます。
●定員：10名（先着順）●費用：15000円＋α ●持ち物：水着など ●申込先：伊藤哲夫(080‐3078‐8600) メールte３tu６＠hyper.com.ne.jp ６月25日〆切（厳守）●申込連絡先：080‐3078‐8600
●申込先E‐mail:kyoeisogo@hotmail.com ●集合場所：現地（事前に参加申込を完了のこと）●集合時間：09:00【連続】15日１～３限

WE06 平和公園の真ん中で平和を叫ぶ 牧野雅司
（東邦高等学校） フ

472 平和
千種区の平和公園に、陸軍墓地が移設されているのをご存じですか？立ち並ぶ数百の石塔には、戦場で死んでいった若者たちの声なき声が刻まれています。夏の一日、彼らの声に耳を傾けてみませんか？
●定員：30名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具、水分 ●申込先：maquino_nagoya@yahoo.co.jp ●申込先E‐mail:maquino_nagoya@yahoo.co.jp ●集合場所：東邦高等学校正面玄関
●集合時間：09:30【単発】15日１限

WE07 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WE08 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WE09 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WE10 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WE11 ブラタカシ 大久保貴史・サマップ
（東海中学・高校（サマセミプロジェクト）） フ

848 社会・歴史
NHKで放送されていた「ブラタモリ」のように、古地図を片手に名古屋を歩きます。現在も残る痕跡から昔の名古屋を想像してみませんか？今
回は、東区と千種区のあたりを歩きます。
●定員：20名（先着順）●持ち物：歩きやすい服装で ●集合場所：地下鉄桜通線「車道」駅１番出口 ●集合時間：09:30【連続】15日１・２限

WE12 織田氏ゆかりの城、末森城跡にいこう！ 日比隆司
（愛知淑徳中学・高校） フ

984 社会・歴史
織田信秀が天文17年(1548)に築城した末森城址を見学します。堀がしっかりと残っていて堅い守りであったことがよくわかります。現地は城山八幡
宮となっており管理が行き届き緑豊かで涼しいのも魅力です。
●定員：なし ●持ち物：帽子、水筒（飲み物）、虫除けスプレー ●集合場所：地下鉄東山線覚王山駅東改札口 ●集合時間：09:30【単発】15日１限

F001 スタジオで学んだこと つボイノリオ
(CBC「聞けば聞くほど］パーソナリティ） 大

908 その他
初めてスタジオで話してから40年。そこは様 な々人と情報が集まる場所。そんな日常の繰り返しの中で、学ぶことも多かった。スタジオが私に
教えてくれたこと、そこで学んだことを語る。
●定員：なし【単発】15日２限

F002 森田実・日本の政治を切る第６弾 森田実
（政治評論家） 大

220 社会・歴史

森田実・日本の政治を切る第６弾！震災から１年、日本はどう生きるべきか？経済不況・政治の混迷をどう克服するか？
●定員：なし【単発】15日２限

F003 第15回大きな学力・波風体験・中高生弁論大会 中央実行委員会 高
286 国語・文学

大きな学力・波風体験・中高生弁論大会
●定員：なし【単発】15日１・２限

F004 安田文吉歌舞伎講座 安田文吉
（南山大学） 大

162 文化・芸能
現在さよなら公演中の御園座は、1896年の開館以来、名古屋の文化の一翼を担ってきました。10月顔見世の第６代目勘九郎の襲名公演と
合わせてお話をしていただきます。
●定員：なし【単発】15日２限

F005 �おなかの赤ちゃん�今どき！性のはなし �すももの会�ナーベルプラ座
(WADN実行委員会） 高

172 その他
�胎児の生命力・母親の想いなどの説明。胎児人形に触れたり、実際に子宮の袋に入って胎児体験をしましょう。�性って何だかハズカシ
イ？そんなことない大切なこと。知って納得！いのち・性・からだ・心を学ぼう。
●定員：40名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し【単発】15日２限

F006 『食は医なり』これであなたもプチ栄養士 山田 靖子
（医療法人愛仁会 名春中央病院 管理栄養士） 高

177 ～なるには
人間が生きていくために絶対欠かせないもの、それが『食』です。食にかかわる様 な々場所で活躍しているのが栄養士です。栄養士、管理栄
養士になるには？を紹介し、今から見直せる食生活についてお話します
●定員：なし【単発】15日２限

F007 WFP講座 ストップ ザ ハンガー 井戸早苗 高
120 平和

世界では７人に１人が飢えにくるしんでいます。飢餓の現状と原因、そして、WFPの取り組みを報告します。
●定員：なし【単発】15日２限

F008 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

F009 ハンセン病を知っていますか？ 平野 昭
（安城学園・福祉大付属・東海さくらの会） 大

423 人生
ハンセン病は感染力の非常に弱いライ菌による感染症です。古来よりその後遺症により差別偏見の対象となりました。ハンセン病の正しい理
解と社会復帰応援のためにこの講座で学んで下さい。パネル展も同時開催。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】15日１～４限

F010 もっと知ろう！盲導犬 中部盲導犬協会 山下真由子
（財団法人 中部盲導犬協会） 大

600 ～なるには
目の不自由な方のパートナーとなる盲導犬のお仕事や訓練を紹介します。盲導犬に出会った時の接し方って？盲導犬訓練士になるには？・・・
など盲導犬についてもっと知ってみませんか。実際に盲導犬も登場しますよ！
●定員：なし ●関連ページ：http://www.chubu‐moudouken.jp／【単発】15日２限

F011 被災地の子どもたちとともに 武田奈也×安藤明美×愛知ボラセン
（被災者応援 愛知ボランティアセンター） 大

644 国語・文学
３月11日にチャリティースケート【Reborn Garden】に出演した元フィギュアステート選手武田奈也さんと、安藤美姫さんのお母様（明美さん）を
お招きし「今、私たちに出来ること」をテーマに対談します
●定員：200名（先着順）【単発】15日２・３限

F012 ハタチになる前に～今考えておきたいこと～ 名古屋市青年選挙ボランティア 高
790 地域・祭り
皆さん、20代の投票率がどれくらいなのか知っていますか？現状を見つめながら、大学生を中心とした「青年選挙ボランティア」のメンバーと一
緒に、選挙・政治に参加することの意義を考えてみましょう。
●定員：なし【単発】15日２限

F013 子ども広場～幼児向け～ 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

100 教育・子育

手あそびをしたり、紙しばいを見たりしてみんなであそぼう。お子さまのお預かりもします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：お子さまに必要なもの【連続】15日１・２限

F014 学校を外から支援するプロフェッショナル 生重幸恵
(NPO法人スクールアドバイスネットワーク） 大

941 教育・子育
学校と地域をつなぎ、子どもたちの心が開く授業をつくるプロフェッショナル「教育コーディネーター」。この教育コーディネーターのザ・プロフェッ
ショナルから、現在の教育の課題と展望を伺います。
●定員：なし【単発】15日２限

F101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

F102 名古屋市内のニホンリスとムササビ 北山克己
（守山リス研究会） 大

８ 自然・環境
名古屋市とその周辺に生息するニホンリス、ムササビ、キツネ、カモシカ、ノウサギ、イノシシなどの野生の哺乳類の生息環境と生き残るための条件を取り戻し、保全するための活動をいっしょに考える。
●定員：40名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：ノート、筆記具 ●申込先：北山克己 ●申込連絡先：090‐9191‐0087 ●申込先E‐mail:risuken@kzc.biglobe.ne.jp ●関連ページ：http://
www.asahi‐net.or.jp／�fb４m‐iszk/risuken【連続】15日２・３限

F103 飛行機に乗る前に…空港アクセス鉄道に迫る 岡村 幸彦 高
13 旅行
新型機や格安航空等話題の多い飛行機ですが、関西・関東地区の空港へ行くためのアクセス鉄道にも注目！取材の過程で見えてきた京成
電鉄のある秘密やボーイング787、ファーストクラスについても迫っていきます。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】15日１・２限

F104 大東流合気武道 佐藤省三
(NPO法人全日本導引養生功連盟） 高

17 保体・健康
まず危険が迫ったときにいかに相手から逃げるかを、「手ほどき」を中心にセミナーを行います。老若男女問いません。自分の身は自分で守れるようにしましょう！
●定員：30名（先着順）●費用：０円 ●持ち物：運動できる服装・水・タオル ●申込先：http://form１．fc２．com/form/?id=699937 ●申込連絡先：
09081592032 ●関連ページ：http://gosinnagoya.seesaa.net/article/229403055.html【単発】15日２限

F105 天然石でオリジナルアクセサリ‐作り 珠嵩 高
34 料理・手芸
毎年人気の、天然石を使ったアクセサリ‐作り。願い事を込めてストラップやブレスレットを作りましょう。初めての方も30分～40分で出来ますよ！連
続講座なので、時間内に他の講座と掛け持ちも可能です。
●定員：50名（先着順）●費用：500円から1000円 ●持ち物：あればコルクボ‐ド ●申込連絡先：090‐9932‐9801【連続】15日１・２限

F106 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

F107 アカペラ体験講座 Sugar Style Spirit
(Nest inc．（有限会社ネスト）） 大

38 音楽・踊り
「アカペラ」とは人の声だけで表現する音楽のこと。３年目の今年は、プロのアカペラバンド・Sugar Style Spiritを特別講師に迎えての開催で
す。初めての人にも「ハモる」感覚をお届けします。
●定員：40名 ●費用：０円 ●持ち物：特になし ●関連ページ：http://sugarstylespirit.com／【連続】15日１・２限

F108 楽しいロープマジック 原田進一
（豊川生涯学習講師） 高

60 趣味

みんなに見せられるロープマジックを覚えます。
●定員：なし（先着順）●費用：100円 ●持ち物：筆記用具【単発】15日１・２限

F109 「歌で届ける命の輝き」トーク＆ライブ うつ病シンガーソングライター
稲田貴久 大

66 福祉・養護
ストレス社会の今、心の病は深刻な社会問題に発展しております。重度のうつ病・自殺未遂、入退院から立ち直り、闘病生活から得た自らの
経験を曲に託し、トークとライブ形式で命の輝きを皆様にお届けいたします。
●定員：なし ●持ち物：心・笑顔 ●関連ページ：http://www.komorebi‐i.com【単発】15日２限

F110 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

83 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐ出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付き
♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】15日１～４限

F111 すぐに役立つ心理学 ～個性心理學～ 石川左知子
（個性心理學研究所名古屋支所） 高

98 趣味
人間の個性を12の動物をイメージすることで、誰にでも分かりやすく、すぐに実生活に役立てることができる目からウロコの心理学です。日ごろ
のカチッ！イラッ！を笑顔に変えるヒント満載の講座です。
●定員：30名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具【単発】15日２限

F112 自分で作る竹トンボ 田中 茂実 高
106 趣味
自分で物を作る楽しさを味わっていただく為に、みずからの手で固い竹を削り、世界でたった１つの自分だけの竹トンボを作ってもらいます。自分で削って作った竹トンボが見事、空高く飛ぶ感動を味わって下さい。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：なし。小学生以下の参加は保護者同伴でお願いします ●申込先：当日 会場にて ●申込連絡先：090‐2770‐0461 ●申込先E‐mail:stanaka51@
yahoo.co.jp【連続】15日１・２限

F113 横須賀の港に浮かぶ原子炉 山本 みはぎ
（不戦へのネットワーク） 高

114 平和
核の危険は原発だけじゃない。アメリカ海軍横須賀基地は、二つの原子炉を持った、原子力空母が母港としています。首都直下地震などが
予告される中で、海に浮かぶ原子炉の危険性と在日米軍基地の問題を考えます。
●定員：なし（先着順）●関連ページ：http://www.jca.apc.org／�husen/index.htm【単発】15日２限

F114 パステルアート体験♪ パステルアートセラピストあん
じゅ＋ 高

132 芸術・工芸

パステルを削って、指でくるくると描いてゆきます♪誰にでも簡単に楽しく癒されるアートが描けます＾＿＾♪
●定員：12名（先着順）●費用：1000円 ●持ち物：特になし【単発】15日２・３限

F115 古武道「宝蔵院流槍術」を体験しよう 一箭順三
（宝蔵院流槍術） 大

136 保体・健康
奈良で発祥し、現在も奈良・大阪・名古屋等の各道場で稽古されている宝蔵院流槍術。漫画「バガボンド」に登場した二代目胤舜も有名で
す。実際の稽古槍による体験や、宗家・目録等による解説演武を行ないます。
●定員：なし ●関連ページ：http://www４．kcn.ne.jp／�hozoin／【単発】15日２限

F116 はじめてさんのためのバルーンアート体験 フジイカオル
（弥富高校衛生看護科） 高

139 趣味
風船を使って色 な々モノを作ることができるバルーンアート。バルーンアートなんて聞いたこともやったこともないよーって方、小さなお子様、高齢
者の方大歓迎です。簡単なモノからのんびり楽しくつくりませんか。
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：出来た作品を持ち帰る袋 ●申込先：0567‐68‐2233【単発】15日２限

F117 みんなでレッツKポップ鑑賞 望月麻友香 佐々木 友伽利
（弥富高校） 高

140 趣味

韓国の音楽番組をみてみんなで盛り上がろう！！
●定員：なし【単発】15日２限

F118 非同盟ってなあに、ソレ？！ 福田 秀俊
（愛知県AALA連帯委員会） 高

141 社会・歴史
日米同盟というのは聞いたことがあるでしょ？非同盟は軍事同盟に反対ということで、非同盟諸国首脳会議には、どこかの国と軍事同盟を結
んでいる国は入れません。国連加盟193カ国のうち非同盟の国はいくつある？
●定員：なし ●申込連絡先：090‐4082‐3102 ●申込先E‐mail:hidetoshi‐fukuta@tg.commufa.jp【単発】15日２限

F119 はじめての韓国語 杉浦紳
（豊川高校） 高

147 英語・国際
はじめて韓国語を学ぶ人のための講座です。まず、ハングルがどのような文字かを知り、自分の名前をハングルで書いてみましょう。簡単な韓
国語の会話練習も行います。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日２限

F120 ☆素肌磨きで笑顔が伝染☆ サキナレンジャー
（日福OB・父母） 高

148 趣味
お化粧できれいに見せたくても、その土台がボロボロでは、メイクアップじゃなくて、メイクダウン。ほんとの美肌を目指すなら土台を磨いてみま
せんか？
●定員：なし【単発】15日２限
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F121 スピリチュアル・プチ体験しませんか？ メイヤー洋枝 他７名 高
158 その他
アロマカウンセリング・各種カードリーディング・ペンデュラム・九星気学・整膚・過去性ヒーリング等、プロ・セミプロが対応。自主体験コーナーも
あり、１コインで３つ体験できます。
●定員：なし ●費用：500円 ●申込連絡先：090‐3930‐7456【連続】15日２～４限

F122 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

F123 やまとなでしこ整体講座 三森茂希 高
160 保体・健康
整体を通して日本人ならではの美しさを取り戻しましょう。丁寧な暮らし、身体に対する労わり、他人に対する思いやりから、日本女性の美しさ
は育まれていきます。実際の整体法もご紹介しながら整体の知恵を伝えます。
●定員：30名（先着順）【単発】15日２限

F124 魔法の楽器一五一会を弾いてみよう JONNY‐TAKA
（名古屋中学・高校） 高

167 音楽・踊り
沖縄のフォークソンググループ・ビギンが、岐阜県可児市の世界的ギターメーカーと共同開発した「一五一会」。だれでも指一本で弾ける魔
法のギターを、あなたも弾いてみませんか。
●定員：20名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし【連続】15日１・２限

F125 レッツストリートミュジシャン 東邦高校合唱同好会
（東邦高校） 大

182 音楽・踊り
バンド演奏やギターの弾き語りを行います。１年生から初心者で楽器を始めた者が多く、週２回真面目に練習し楽器を楽しんでいます。いっ
しょに演奏を楽しみましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日２・３限

F126 フォークで勝手にしんがそんぐ！３ 吹原貴司、前川伸夫
（岡崎城西高校） 大

193 音楽・踊り

今年でこの講座も３回目を迎えました。アコースティックギターでジャンルを問わず楽しく歌いましょう。ギター、楽器持参大歓迎です。
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：手ぶら大歓迎、あればギターや楽譜【単発】15日２限

F127 生物�、生物�の教材展示 武藤綾
（岡崎城西高校） 高

205 理科・実験
生物�と生物�の教材を展示します。わかりにくい内容を簡単に理解するためにつくったオリジナルの教材を中心に展示します。手軽な材料
で安く作れるよう工夫しました。是非興味のある方はご覧ください。
●定員：なし ●費用：０円【連続】15日１・２限

F128 ナンバーズを当てる！？ 石川敏彦
（岡崎城西高校） 大

206 人生
自分で番号を選べる宝くじ『ナンバーズ３』をまな板にのせて、さまざまな角度から切り口を入れます。どんな買い方がいいか？これまでに出て
ない番号は？賞金は？
●定員：なし ●費用：タダ ●持ち物：ペン【単発】15日２限

F129 水野愛子の表情筋トレーニング＆魅力学 浜口紀美
（日本表情筋トレーニング協会） 大

215 保体・健康
お顔の筋肉を正しく動かすことで、しみ・しわ・たるみの予防や改善、小顔作りに役立つ表情筋トレーニング。イキイキと輝く笑顔で表情美人を
目指しましょう！
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：手鏡、筆記用具 ●関連ページ：http://ameblo.jp/hamaguchiakemi【単発】15日２限、16日２限

F130 「赤ちゃんの駅」って なあに？ 中谷 風吹
(MaChild（マチルド）） 大

223 教育・子育
「赤ちゃんの駅」をご存知ですか？東京都板橋区発祥の、“乳幼児を連れた方は誰でも”授乳やおむつ替えができる施設のこと。名古屋市内
では今春スタートしました。たくさんたくさん、街に優しさがあふれますよう。
●定員：なし ●関連ページ：http://www.mapily.com／【連続】15日１～４限

F131 ０歳から思春期までの子育て 濱田 格子
(NPO法人 子どものみらい尼崎） 高

225 教育・子育
一緒に考えよう。「０歳から思春期までの子育て」子育てに関する悩み、しつけの事などを、お父さん、お母さん、子育て支援者（今の子育てを
心配している人）いろいろな立場の人と話し合いましょう。
●定員：なし ●関連ページ：http://homepage３．nifty.com/sukoyakaplaza/index.html【単発】15日２限

F132 アートにチャレンジ（人物画） 小西雅也
（名古屋中学） 高

230 芸術・工芸
本物のモデルさんを絵具を使って、自由に表現しよう。絵体験はじめての人も安心。基本から教えます。経験者、美大受験希望者の人には、より専門的に手ほどきします。
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：小西雅也 ●申込連絡先：090‐8159‐9077 ●申込先E‐mail:ga‐ya.konitan@ezweb.ne.jp【単
発】15日２・３限、16日２・３限

F133 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

F134 コミュニケーション達人への道（入門編） 立石 哲也 大
235 人生

「そもそもコミュニケーションとは何なのか」の理解から、基本的な考え方やポイントを、一方的な講義形式ではなく、ワークを取り入れながら参加
型のスタイルで進めていきます。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://ameblo.jp/coach‐tetsuya／【単発】15日２限

F135 カレーだカレーだチキンカレー 日本バングラデシュ友好協力会
（日本バングラデシュ友好協力会） 高

262 英語・国際
サマセミ定番、夏カレー登場。日本バングラデシュ友好協力会が今年もスパイシーなカレーをつくります。イスラム教徒の多いバングラデシュで
はブタ肉は使いません。骨付きチキンが丸ごと入ったカレーです。
●定員：なし ●費用：500 ●持ち物：エプロン、タオル【単発】15日２限

F136 基礎から学ぶ「ローンクレジット」 高橋 賢
（プロミス 名古屋お客様サービスプラザ） 高

269 人生
ローンとクレジット。知っているけどイマイチその仕組みが分からない。そんな方へローン・クレジットの仕組みから、そのメリットや注意が必要な
デメリットまで合わせて講義します。一緒に楽しく学びましょう。
●定員：なし【単発】15日２限

F137 おもしろ科学実験 名経大市邨中高科学部
（名古屋経済大学市邨中学・高校科学部） 高

277 理科・実験
４～６月にかけて名経大市邨中学・高校の化学部員が練習してきた実験をみなさまと一緒に行います。べっこうあめ、プラ板・携帯ストラップ作りなど一緒に楽しみましょう。
●定員：150名 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：佐藤 豊 ●申込連絡先：052‐721‐0161 ●申込先E‐mail:yutaka6665@hotmail.co.jp【連続】14日１・２限、
15日１・２限

F138 廣島・長崎の被爆者の声を聞こう 水野 秋恵
（愛知県原爆被災者の会 コープあいち） 高

299 平和
67年前の昔話にさせないで下さい。被爆国の国民として被爆の実相を知る責任があります。被爆者の残り時間は限られています。核兵器の
ない地球を、被爆者が生きている間に実現させましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日２限

F139 全国学力テスト（中３）を解いてみよう 加藤 尚樹
（南山国際） 高

312 数学・算数

一人で、または仲間と、あるいはサマセミ当日に出会った人といっしょに、全国学力テストの問題を解いてみませんか？
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日２限

F140 ドキドキ☆世界遺産with椙山生！！！！ 椙山ユネスコ部＆名古屋ユネスコ協会青年部
（椙山女学園高等学校ユネスコ部） 高

322 自然・環境
世界遺産はどこが認定しているの？世界遺産ってなに？といった世界遺産に関する疑問を中心に発表します！また名古屋ユネスコ協会・青年
部の方の発表やレクリエーションもあるので、楽しく一緒に学びましょう！
●定員：35名（先着順）●費用：０●持ち物：筆記用具【単発】15日２限

F141 初心者のためのPerfumeダンス講座� 御家 雄一
（岡崎学園） 高

328 趣味
ダンス、何それ美味しいの？という人でもこの講座を受けるだけでチョコレイト・ディスコをマスター！文化祭などで踊る等いろんな所で使える特
技の習得としても。今年で３年目、パワーアップした講座をお楽しみあれ！
●定員：なし ●持ち物：水分補給できるものがあるとGOOD【単発】15日２限

F142 夏プロ〔夏休み満喫プロジェクト〕 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
348 地域・祭り
夏休み補習にひっかかってしまったあなた。この90分で夏休みの思い出を全部つくろう！いざ、夏休み満喫プロジェクト、起動！！ ※濡れる覚
悟で来てください。
●定員：なし【単発】15日２限

F143 身近なもので電池を作ろう！ 成島先生の弟子たち
（名城大学附属高等学校自然科学部電池班） 高

374 理科・実験

みなさんの身近にあるものを使って電池をつくってみませんか？なんで電気が流れるのか、皆さんと考えていきましょう！
●定員：なし（先着順）●費用：200円 ●持ち物：やる気，タオル【単発】15日２限

F144 子供向け科学講座 愛知県高校生フェスティバル 高
376 理科・実験
科学実験というと、少し難しく、かたいイメージがありますが、そんなことはありません。幼稚園でも気軽にでき、さらに高校生や大学生でも楽しめ
るようになっていますのでぜひ来てください。
●定員：なし【単発】15日２限

F145 アウシュビッツで何があったのか 土居 修
（滝） 大

399 平和
第２次大戦中、アウシュビッツなどの強制収容所で行われた、ユダヤ人の大量虐殺のあり方などをできるだけリアルに紹介します。昨年の内
容とほとんど同じです。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日２限

F146 自分を知る‐大切な人と心つながるために‐ 松本智恵子 高
412 人生
心理学に基づく性格診断テストを行い、その結果を基に、なりたい自分になっていくためのワークを行います。自分の性格を知ることで、相手の
良いところを感じることができ、よりよい関係を築いていくことができます。
●定員：10名 ●持ち物：筆記用具 ●申込先E‐mail:chieko87n@yahoo.co.jp【単発】15日２・３限

F147 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

F148 明日から使える！ワープロ講座 入門 新明 更紗
（東邦高校情報処理部） 高

438 情報・商業

初心者向けの講座です。生徒達がワープロの基礎からちょっとした応用も丁寧に教えます。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日２限

F149 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

F150 夏においしい冷煎茶とほうじ茶オレ！ 村田 恵子
(NPO法人 日本茶インストラクター協会） 高

455 料理・手芸

ひんやりおいし冷煎茶２種類、ほうじ茶にミルクをあわせたオレを作ります。おもてなしにもいいですよ。
●定員：16名 ●費用：200 ●持ち物：筆記用具【単発】15日２限

F151 木の絵画教室 尾崎恵子
（尾崎悌次郎「木の絵画教室」） 高

457 芸術・工芸
紙のように薄くスライスした天然の木を使い、木目や色を生かし、張り合わせ風景や人物などを表現します。講座でも基本的な作品を作りま
す。
●定員：なし ●費用：500円 ●持ち物：ハサミ、カッターナイフ【連続】15日２・３限

F152 歌舞伎音楽へのご招待 吉住 小美月、長田 芳裕
（伝統の音と舞実行委員会） 高

475 音楽・踊り
ヒャイトロヒャリリ♪歌舞伎の舞台で演奏する人の頭の中です。歌舞伎音楽は日本語です。あなたも日本語で学ぶ音楽を体験してみましょう。
解説(１限目）、笛(２限目）、唄・三味線(３限目）
●定員：20名【連続】15日１～３限

F153 『ヲタ文化の歴史�～エデンの戦士たち～』 四号室の四谷さん
（岡崎学園） 高

508 趣味
今年で７年目だと・・・。７作目ともなれば世の中も変わるね。ハードだってFC→SFC→PSだからね・・・。というわけで、いつまで続くの映像流しっ
ぱなし企画！毎回注意書きしてるけど眼精疲労には気をつけて！
●定員：なし ●持ち物：目薬・自分はヲタクであると認識できる魂

F154 逃走中！何度め？ 安城学園学内フェス実行委員
（安城学園高校） 高

514 保体・健康
今年もやります。逃走中。逃げる、追いかける、そこにチョット指令が加わったりして。逃走者は小学生以下限定。ハンターは中学生以上、当日
先着順で受け付けます。雨天の場合は中止、小雨決行です。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：動きやすい服装。タオル。飲み物。【単発】15日２限

F155 映画スターが英会話の先生iPen体験教室 鈴木誠
（スクリーンプレイ） 高

518 英語・国際
名作映画セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が、最近テレビでよく見かける本から音声が聞こえる音声ペンの技術を導入しました。
書籍から映画スターの声が聞こえるiPenの体験教室を開きま～～～～す。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：特になし ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】15日１～４限

F156 日本・中国・朝鮮半島 731部隊の細菌戦 池ヶ谷真仁
（豊川高校） 高

527 平和
中国ハルピンにあった日本軍731部隊。そこは人体実験を含む細菌戦の拠点でした。私が実際に出会った細菌戦の加害者、被害者の証言
をもとに、その実態を紹介します。そして、撫順戦犯管理所についても。
●定員：なし【単発】15日２限

F157 現代の日本を考える 若山寿司
（岡崎城西高校） 高

540 社会・歴史

民主党、自民党、大震災、消費税、財政問題などについて考えてみたいと思います。
●定員：なし【単発】15日２限

F158 倫社補習 ギリシア思想とキリスト教 豊島 忠
（愛知淑徳） 高

564 社会・歴史
センターで倫社政経が必要、でも学校では倫社の授業がない、どうしよう？と悩んでいる人へ、倫社入門の入門です。
●定員：20名 ●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：当日 ●申込連絡先：052‐781‐1151 ●申込先E‐mail:toyoshima1949
@gmail.com【連続】15日２限

F159 福島の生徒達の今、学校現場からの報告 福島の現役高校教師・家庭科教科懇・OB
（家庭科教科懇・OB) 大

575 その他
3.11何も知らされずいつものように普通の学校生活を送らされていた。その時すでに校庭には放射能が充満していた。知らされなかったこと
が10年20年後この子達に苦難を背負わせる。今何をすべきか共に考えたい
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日１～４限

F160 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

580 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】15日１～４限

F161 トイ・ストーリー３を見よう！ 宮本佳奈
（同朋高等学校） 大

588 趣味

トイ・ストーリー３を一緒に見ませんか？1,2を見ていなくてもおもしろいよ！！ぜひ一緒に見よう！！
●定員：なし【連続】15日１・２限

F162 知らないだけの身近な鉱物 大塚 優一・長瀬 彰
（愛工大名電高校） 高

611 理科・実験

現代人が送る文化的な生活のために犠牲になる鉱物について語り合う変わり者の講座。鉱物（方鉛鉱）から金属鉛を取り出す実験もします。
●定員：なし【単発】15日２限

F163 バレーボールやろうぜ！ 名経大高蔵バレーボール部 高
621 保体・健康

初心者大歓迎。とにかくバレーボールを楽しみたいという人集まれ！
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装【連続】15日１・２限

F164 ポップなフラワーアレンジメント 大人気！ 戸田 直美 大
641 芸術・工芸
素敵なミニカップにお花や葉っぱ、木の実やリボンをアレンジ。最後はきれいにラッピングしてお持ち帰り。短時間でできるので、途中からでも参
加できま。親子で、友達で、カップルで、もちろんお一人でもOKです。
●定員：なし ●費用：700円 ●申込先：八木 ●申込先E‐mail:pf_arrange@yahoo.co.jp【連続】15日１・２限

F165 マカロニでフォトフレームを作ろう！ 川瀬 貴惠、大八木 茉妃
（名古屋経済大学高蔵） 高

648 芸術・工芸
いろいろな形に切り抜かれた土台に、いろいろな形のマカロニでデコレーションをして世界に１つだけのオリジナルフォトフレームを作ってみませ
んか？誰でも、とても簡単に楽しみながら作ることができますよ！！
●定員：なし【単発】15日２限

F166 ハングル講座 朝鮮中高級学校教員
（愛知朝鮮中高級学校） 高

657 英語・国際

豊明にある愛知朝鮮中高級学校の教員が教える、本物のハングル講座です。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：朝鮮中高級学校 ●申込連絡先：0562971324【単発】15日２・３限

F167 楽しく作ろう！アイスクリーム講座 山田 未来
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

659 理科・実験
夏といえばやっぱり！のアイスクリームを楽しく手作りしちゃいます。いろいろな味を試しながら、手作りの美味しさを共有しましょう！男女問わず参
加可能です。
●定員：20名【単発】15日２限

F168 教員養成の授業と役割を考える 吉田 淳
（愛知教育大学） 高

661 ～なるには
国立公立私立大学のそれぞれで教員養成課程が設置されている。その中で何を学び、どう深めるかを考察するとともに、教員として採用さ
れる時には何が必要か、採用後の教員の資質向上を図る方策について紹介する。
●定員：なし【単発】15日２限

F169 私たちとエネルギー・放射線のつながり 今井光代
（アースネット・なごや） 高

685 自然・環境
３・11の大震災・原発事故から、私たちは生き方や価値観を考え直す機会をえました。私たちの今の生活に必要と思っているエネルギーは何？子供たちの未来に何が出来るか考えましょう。
●定員：40名 ●費用：０●持ち物：なし ●申込先：今井光代 ●申込連絡先：090‐4867‐0486 ●申込先E‐mail:mitsu‐im@yk.commufa.jp ●関連ページ：http://y‐kuro.
sakura.ne.jp/earthnet‐nagoya／【単発】15日１・２限

F170 これからの人生を占いで考えよう 羽場俊秀
（愛知学泉大学） 高

705 人生
これからの人生を占いで考えませんか？中国の四書五経のひとつである易経を元にした占いで、一緒に悩みを解決していきましょう。お気軽
にお立ち寄りください。
●定員：なし【連続】15日１・２限

F171 数で遊んでみませんか？ 格清隆則
（岡崎城西高校） 高

706 数学・算数
高校数学の中でも分かりにくいものとしてあげられやすい数列の分野を、クイズ感覚で気軽に解いてみませんか？簡単なものから難しいものま
で、幅広く扱ってみようと思います。肩の力を抜いてお越しください。
●定員：なし【単発】15日２限

F172 超カンタン手打ちソバ！ 一藤 山比古
（名古屋大谷高等学校） 高

710 料理・手芸
「そば」は、健康食としても名高い食品です。あなたも簡単に家庭でもできる手打ちそばに挑戦してみませんか。最後は自分で打ったざるそばを試食しましょう
●定員：15名 ●費用：300円 ●持ち物：なし ●申込先：一藤山比古 ●申込連絡先：090‐2614‐5177 ●申込先E‐mail:itifuji.y@softbank.ne.jp
【単発】15日２限

F173 脱原発ポスター展 ＋お気に入り投票♪ 内田由紀子
（原発に不安を感じるママの会） 高

711 自然・環境
「自然エネルギーへの転換を」「子どもたちを被曝から守りましょう」、、、ネット上の【脱原発ポスター展】に全国から寄せられた、“喜怒哀楽”心
動かされるポスターを、キラリと光る☆ラミネートにして展示します
●定員：なし ●関連ページ：http://www.geocities.jp/mama_huan／【展示】15日２～４限

F174 乳酸菌と酵母菌の発酵の違い！？ ナツヨ姫と７人の学生
（名城大学附属高等学校 自然科学部 発酵班） 高

719 理科・実験
乳酸菌と酵母菌の見た目、発酵の違い、それぞれの特徴を調べて、発酵についてより理解を深めていきましょう！それぞれの発酵食品が食べ
られるかも？
●定員：なし（先着順）●費用：100円 ●持ち物：なし【単発】15日１・２限

F175 簡単おうちパンとおもてなしカフェメニュー 光岡麻由美・長谷川由紀子
（名古屋中学・高校） 高

730 料理・手芸
ご飯を炊くように簡単にパン生地を作り、好きな時に好きなようにパンが作れたらいいですよね。今回は、ホットプレートで簡単にパンを焼いてみます。そのパンと一緒に簡単おもてなし料理も作って
みましょう。
●定員：30名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：エプロン ●申込先：光岡麻由美 ●申込連絡先：090‐2269‐0323 ●申込先E‐mail:mitukiyo@hm４．aitai.ne.jp【連続】15日１・２限

F176 ふんわり可愛い羊毛フェルト♪ Feutre‐Mille mille 高
747 料理・手芸
昨年も人気の羊毛フェルト講習会です。ちくちくするだけで簡単に可愛いマスコットに大変身♪ニードルはお持ち帰り頂けますのでお家でもぜ
ひ可愛いマスコットを作ってみてください♪詳細はブログでご覧下さい。
●定員：10名（先着順）●費用：600円 ●持ち物：無し ●関連ページ：http://ameblo.jp/feutre‐mille／【単発】15日２～４限

15記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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F177 中国の歩き方☆基本会話講座2012 足立全代
（北京語言大卒、チャイナル！日本） 高

749 英語・国際
みんなで楽しく中国語に触れよう。旅行などの機会に中国へ行く際、少し簡単な会話表現を覚えてから行きませんか。復習したい人も歓迎。
現地で使うことで、楽しみは数倍に増えるはず。素朴な疑問にもお答えしますよ。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】15日２限

F178 フットサル大会やりましょう！ 竹口 善朗
（弥富高校） 高

767 保体・健康
弥富高校ではクリエイティブタイムという本校独自の授業があります。そこで生涯スポーツの一貫としてフットサルに取り組んでいます。仲間と
共にチームを作って申し込んで下さい。（高校生のみ先着４チーム）
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：フットサルのできる服装と靴。【単発】15日１・２限

F179 建築士ってどんな仕事なの？ 新建築家技術者集団 会員
（新建築家技術者集団 愛知支部） 高

782 科学・技術
建築士になりたい人、建築士がどんな仕事をしているか知りたい人、建築士にまちづくりや家づくりで相談したい人、そんな方々ぜひ来てください。建築に携わっている専門家が「サロン」を開いています。
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：特になし ●申込先：福田啓次 ●申込連絡先：052‐719‐6790 ●申込先E‐mail:juseikatu@gmail.com ●関連ページ：http://www.geocities.jp/
sinken_aichi【連続】15日１～４限

F180 みんなあつまれ★ちびっこ広場 青年協議会
（愛知私教連） 幼

797 教育・子育
待ちに待った夏がやってきた！ 今年もおにいさん・おねえさんといっぱいあそぼう！ 夏しかできない楽しいあそびがいっぱい！ さあ、みんな、
集まれ！！
●定員：なし【連続】15日１～３限

F181 プロ野球選手別応援歌の研究 山盛 洋介
（一プロ野球ファン） 大

803 音楽・踊り
球場でトランペット演奏される「選手別応援歌」。山本浩二（広島）につくられて以来30年以上、日本の「野球文化」の一端を担っているといえ
ましょう。球団別特徴や時代的傾向を考察してみたいと思います。
●定員：なし【単発】15日２限

F182 これからの人生を占いで考えよう 中井義朗
（岡崎城西高校） 高

806 人生

78枚の色とりどりのカードがおりなすタロットカードのメッセージに耳を傾けてみませんか。
●定員：なし【連続】15日１・２限

F183 40年後の君は今の時代より幸せである？ 猪子 恭治
(NPO法人 読書普及協会） 高

812 地域・祭り
今の若者が50代になったとき、今より幸せだと思える社会になっているでしょうか？ 私はなると確信しています。このことを皆でワールドカフェと
いう手法を使ったワークショップで話し合います。
●定員：40名（先着順）●費用：無料【単発】15日２限

F184 ふしぎな数式～電卓で遊ぼう～ 後藤浩之
（椙山女学園中学校） 高

830 数学・算数
数式のなかには、おもしろい特徴をもったものがたくさんあります。芸術的といえるものもあります。その一部を紹介して、電卓も使って確かめてい
きたいと思います。
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具【単発】15日１・２限

F185 死刑制度について考える 下澤悦夫
（元判事） 高

846 総合学習
死刑制度を議論する上で考えておくべきことを、元判事の講師を一緒に整理する講座です。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：下記のE‐mail宛に、次の内容を記載の上、７月12日（木）までにお申し込み下さい。件名「死刑制度について考える」
内容：�氏名（参加者全員）�所属 ●申込先E‐mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ：http://www.kinjo‐u.ac.jp/futasugi／【単発】15日２限

F186 インラインスケートに挑戦！ 浦中 慎一 高
847 趣味

インラインスケートを基本から学びます。特にアグレッシブインラインスケートに興味のある方、是非ご参加ください。
●定員：５名（先着順）●費用：なし ●持ち物：インラインスケートブーツとプロテクター【単発】15日２限

F187 沖縄戦・糸数アブチラガマとおひなさま 中村桂子＆沖縄ゆうなの会
（故・日比野勝廣氏三女） 大

853 社会・歴史
沖縄本土復帰40年の今年。中国戦線から沖縄戦に転戦させられ、鉄血勤皇隊に爆弾を持って突っ込めと命じさせられた日比野氏の体験
を、１限目紙芝居（ゆうなの会）、２限目映像と講演（中村）で確認します。
●定員：なし【連続】15日１・２限

F188 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

859 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

F189 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

865 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

F190 センター英語９割GETの攻略法 山下 りょうとく
（河合塾） 高

867 英語・国際
河合塾講師であり、ベストセラー「センター英語９割GETの攻略法」の著者でもある山下りょうとくが、センター試験で９割GETするための秘伝を公開する。
●定員：なし ●持ち物：ノート、筆記用具 ●申込先E‐mail:get９wari@yahoo.co.jp ●関連ページ：パソコンで「山下りょうとくのホームページ」で検
索【単発】15日２限

F191 大東流合気柔術 体験講座 太田 英樹
（東邦高校） 大

876 保体・健康
合気道の根源である大東合気柔術は、『円』『呼吸』『条件反射』を３大原理とし、小さく、鋭く、速く、それでいて力に頼らない魅力的な古武道
です。一度体験してみたい方は、是非ご参加ください。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：軽運動の服装【単発】15日２限

F192 パンフラワー 坂野 絹江
（東邦高校） 高

881 趣味
パンネンドで簡単に作れるお花を、タオルハンガーや壁掛けに貼り付けて飾りませんか？今回は道具を使わずに作る方法を皆さんにお教えし
ます。是非一度、挑戦してみて下さい。楽しいですよ！！
●定員：なし ●費用：500円位 ●持ち物：なし【連続】15日２～４限

F193 ロザフィをつくってみよう 河村 すず
（享栄高等学校） 大

883 料理・手芸
紙で作るバラの花「ロザフィ」を小物にあしらい、素敵な作品に仕上げます。初心者でも大丈夫。楽しみながら、オリジナルな作品を作ってみましょう。
●定員：30名（先着順）●費用：1,000円 ●持ち物：眼鏡が必要な方は持参してください。●申込先：享栄高等学校 山本雅博 ●申込連絡先：
090‐3857‐1606 ●申込先E‐mail:kyoeisogo@hotmail.com【連続】15日１・２限

F194 布ぞうりを作りましょう！！ 久木田 民子 高
887 趣味
使わなくなった浴衣やシーツの布を使って「布ぞうり」を作りましょう。これからの季節、素足ではけば、気持ち良く、足裏のツボを刺激して体にも
良いですよ！ 楽しく編んで、快適な夏を過ごしましょう。
●定員：なし ●費用：500円 ●持ち物：定規 ●申込先：久木田 民子 ●申込連絡先：052‐623‐4503【単発】15日１～４限

F195 沖縄戦・壕に置き去りにされた父 中村桂子＆ゆうなの会
（元兵士・日比野勝寛の三女） 大

888 社会・歴史
「沖縄本土帰還40年」の今年。中国戦線から沖縄戦へ転戦させられ鉄血勤皇隊に爆弾を持って突っ込めと命じさせられた日比野勝寛氏
（故人）の体験を語ります。１限は紙芝居上演(orビデオ上映）、２限講演です。
●定員：なし【連続】15日１・２限

F196 初心者向け簿記講座 中道 剛
（享栄高等学校） 大

890 情報・商業

簿記の基本から検定レベルまでの基本的な体系を解りやすく紹介します。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具、電卓【連続】15日１・２限

F197 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

F198 算額を学ぼう！ 数学科教科懇 高
904 数学・算数
江戸時代の数学である「算額」を分かりやすく解説します。色 な々問題があるのでピックアップしてやろうと思います。また、教科懇の先生が作
成した問題を神社に奉納する予定です。
●定員：なし【単発】15日２限

F199 光ヶ丘の合唱練習をみてください 白鳥清子
（光ヶ丘女子高校） 大

909 音楽・踊り

光ヶ丘・合唱部の今年度コンクール曲の練習を見て、聞いてください！
●定員：25名 ●持ち物：笑顔と元気【連続】15日２限

F200 ミサンガを作ってみよう！ 豊田大谷高等学校ボランティア部
（豊田大谷高校） 高

912 料理・手芸
こんにちは。豊田大谷高校のボランティア部です。今回出す講座はミサンガです。初心者の人や経験のある人大歓迎です。私たちと一緒に
思い出に残るオリジナルなミサンガを作りましょう！
●定員：20名【単発】15日２限

F201 太宰治の「猿が島」 伊藤さおり
（名古屋大谷高校） 高

928 国語・文学
太宰作品の中でも秀逸の短編小説。才能あふれる作品を、一緒に読み解いて見ませんか。普段の国語の授業をやります。学生時代を懐か
しみたい方、ぜひどうぞ。（現役高校生もぜひどうぞ。）
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先E‐mail:hanai@ask‐net.jp【単発】15日２限

F202 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

F203 アイスクリームを作ろう 至学館高校商業科女子 高
934 理科・実験

冷蔵庫を使わずにアイスクリームを作ります。
●定員：なし ●持ち物：軍手【連続】15日１～４限

F204 折り紙でバラを折ろう！ 高橋まみ子
（安城学園高校） 高

954 数学・算数

１枚の折り紙を切ったりすることなく立体的なバラを作り上げていきます。折り方も２種類あります。ぜひ、挑戦しに来てください。
●定員：なし【単発】15日２限

F205 長崎県島原中央高校と共に東北を笑顔に！ 弥富高校・島原中央高校生徒会
（弥富高校・島原中央高校） 大

965 特別活動
雲仙普賢岳の噴火で被災した、島原中高校を支援し、合同学園祭などを企画して20年。昨年、協力して東日本大震災の支援のため、連絡
を取り立ち上がった。新たに、被災地の気仙沼女子高校と手をつないだ。
●定員：なし ●費用：心ばかりの募金 ●持ち物：被災地を思う心【単発】15日２限

F206 過去の沖縄・沖縄戦？実写フィルムを観る 宮城道良
（不戦兵士・市民の会、社会科教科懇教員） 大

1013 社会・歴史
『日中戦争・沖縄戦、そして今』連続講座の第２講座。今年は日中国交回復40年，沖縄本土復帰40年。第３講座（笠原氏），第４講座（近藤
氏）にむけ、米軍が撮影した映像（ドキュメント沖縄戦）を観ます。解説付。
●定員：なし【単発】15日２限

F207 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1017 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

F208 群舞を踊ろう♪～希望プロジェクト第２幕～ 愛知県高校生フェスティバル
（愛知県高校生フェスティバル） 高

1034 その他

目指せ！1000人群舞！！ 昨年に続き、この秋も希望プロジェクト第２幕で群舞を行います。あなたも一緒に踊ってみませんか？
●定員：なし【単発】15日１・２限

WF01 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WF02 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WF03 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WF04 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WF05 浜名湖ぐるっとチャリンコ旅50km 菅沼 章
（享栄高校） フ

107 旅行
浜松を起点として浜名湖をぐるっと回ります。絶品うなぎの店でランチ、近くに温泉もあります。奥浜名湖をさらに廻って新所原ゴール。JRを使った輪行ですので、輪行袋など必要です。
●定員：５名（先着順）●費用：JR3340＋昼食代など ●持ち物：輪行できる用具、雨具など ●申込先：菅沼 章 ●申込連絡先：080‐5105‐1894 ●申込先E‐mail:a1230@
ma.ccnw.ne.jp ●集合場所：JR金山駅改札口前 ●集合時間：07:00【連続】15日１～４限

WF06 草木染めを体験しましょう 畔野友紀
（東邦高校） フ

127 趣味
自然の草木から染料を煮出して、染めてみましょう。同じ植物でも、媒染を変えると違う色に変化します。身近な植物の不思議な力に触れてみましょう。
●定員：６名 ●費用：材料費300～500円程度 ●持ち物：エプロン、タオル、昼食 ●申込先：東邦高校 畔野友紀 ●申込連絡先：052‐779‐
4669 ●集合場所：地下鉄東山線上社駅 ●集合時間：09:30【連続】15日１～４限

WF07 ミニトマト農業体験 宮本 純
（日本福祉大学付属高等学校） フ

273 理科・実験
甘くておいしいミニトマトが、お店をにぎわしています。どのような工夫がなされているのか？！ どのような苦労があるのか？！ など収穫体験なども含めて学びます。集合は名鉄河和線「巽ヶ丘駅」に９：00です。
●定員：６名（先着順）●費用：体験には必要なし。交通費は自己負担。●持ち物：筆記用具・カメラなど ●申込先：日本福祉大学付属高等学校 ●申込連絡先：0569‐87‐5730 ●申込先E‐mail:jun@
n‐fukushi.ac.jp ●集合場所：名鉄・河和線「巽ヶ丘駅」●集合時間：09:00【単発】15日１・２限

WF08 スクーバダイビングを楽しもう 伊藤哲夫
（享栄高等学校） フ

421 自然・環境
日本の珊瑚北限の地、南紀串本の海でダイビングします。老若男女すべてOK。初めての方は体験ダイビング、経験者はファンダイビングを、プロのインストラクターガイドと一緒に行います。天然温泉も楽しめます。
●定員：10名（先着順）●費用：15000円＋α ●持ち物：水着など ●申込先：伊藤哲夫(080‐3078‐8600) メールte３tu６＠hyper.com.ne.jp ６月25日〆切（厳守）●申込連絡先：080‐3078‐8600
●申込先E‐mail:kyoeisogo@hotmail.com ●集合場所：現地（事前に参加申込を完了のこと）●集合時間：09:00【連続】15日１～３限

WF09 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WF10 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WF11 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WF12 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WF13 ブラタカシ 大久保貴史・サマップ
（東海中学・高校（サマセミプロジェクト）） フ

848 社会・歴史
NHKで放送されていた「ブラタモリ」のように、古地図を片手に名古屋を歩きます。現在も残る痕跡から昔の名古屋を想像してみませんか？今
回は、東区と千種区のあたりを歩きます。
●定員：20名（先着順）●持ち物：歩きやすい服装で ●集合場所：地下鉄桜通線「車道」駅１番出口 ●集合時間：09:30【連続】15日１・２限

G001 ジャーナリストとは何か 広河 隆一 フ
308 社会・歴史
フォトジャーナリストとして世界と向き合う広河隆一さんは常に現場に立ち続ける。多くの人が、何を信じればいいのかと不安に駆られた昨年。
彼の志に私たちは希望を見出したい。
●定員：なし ●費用：500 ●集合場所：名古屋国際センター５F第１会議室 ●集合時間：13:00【単発】15日３限

G002 輝いて生きるために・・・ 大場 久美子
（女優・心理カウンセラー） 高

662 人生
～心のメカニズムを知って、自分の心と向き合おう～８年間のパニック障害を克服した経験から、心理カウンセラー資格取得。人間関係、親子
関係、仕事…社会生活に役立つスキルをお話させていただきます。
●定員：なし【単発】15日３限

G003 ボランティアを考える。 佐野麗
（国連WFP協会なごや） 高

123 平和

ボランティアをしたいけど、どーしたらいいの？そんな声が聞こえます。活動体験を聞きながら、皆で一緒に考えましょう。
●定員：なし【連続】15日３・４限

G004 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

G005 『歩き方』どうやって教えるの？ 廣田 椰彗誉
（マナー＆ウォーキング サロン・華凛） 高

135 ～なるには
姿勢が格好良く綺麗になると、歩き方だけでなく人生も豊かに演出できます。今回は特別に肩凝り・ダイエット・腰痛・猫背、そして集中力アッ
プに効果的なストレッチも行います。
●定員：なし【単発】15日３限

G006 エッチのおきて～レディースクリニックより 咲江レディースクリニックスタッフ
(WADN実行委員会） 高

173 その他
カレやカノジョと付き合うときに、やっちゃいけないコト・気をつけないといけないコト！誰も教えてくれないエッチのおきてをレディースクリニックよりお
届けします。美人院長・ナース・秘書からのヒミツのおはなし
●定員：40名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し【単発】15日３限

G007 今伝えたい「原爆の図」丸木位里・俊の世界 奈良間隆哉（丸木美術館前事務局長）
吉川守（戦争と平和の資料館ピースあいち） 大

216 平和
原爆も原発も同じこと、と1980年代に東京電力に対し反原発の闘いを展開した丸木夫妻。全15部の「原爆の図」から「沖縄戦の図」に至る共
同制作は夫妻の生き様を語り世界のあるべき姿を照らす。主催ピースあいち
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peaceaichi.com／【単発】15日３限

G008 巨大地震の想定と課題 岡村行信
（産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター） 大

283 自然・環境
日本は今まで多くの地震被害を受けてきたが、将来の地震規模を正しく想定するための十分な情報が揃っているわけではない。巨大地震の
想定方法が東北地方太平洋沖地震後どう変わったかと、その課題について解説する。
●定員：なし【単発】15日３限

G009 寄生虫ってほんとうにこわいの？ 岡本宗裕
（京都大学霊長類研究所） 大

352 理科・実験
寄生虫って聞くと、「きもちわる～い」、「こわ～い」って思う人がいるかもしれません。でも、一口に寄生虫といってもいろいろな生き物がいるので
す。本講座では、そんな寄生虫の世界へと皆様をご招待いたします。
●定員：なし【単発】15日３限
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G010 ハンセン病を知っていますか？ 平野 昭
（安城学園・福祉大付属・東海さくらの会） 大

423 人生
ハンセン病は感染力の非常に弱いライ菌による感染症です。古来よりその後遺症により差別偏見の対象となりました。ハンセン病の正しい理
解と社会復帰応援のためにこの講座で学んで下さい。パネル展も同時開催。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】15日１～４限

G011 真実の学問とは ～邪馬壹国と九州王朝論～ 古田武彦
（昭和薬科大学元教授 古代史学者） 大

526 社会・歴史
明治維新以来、日本国家はウソの歴史を教え続けてきました。「万世一系」「日出ずる処の天子」「津田左右吉の戦後史観」等 で々す。百三
十年間、国民は「偽史」の洗脳ロボットです。・・・本当でしょうか。
●定員：なし【連続】15日３・４限

G012 第７回大人の語る「大きな学力・波風体験 おとなの波風体験
（愛知父母懇談会） 高

610 教育・子育
現代病と言われる「うつ病」「パニック障害」発症！ 不登校となった我が子たち。ピーナッツアレルギーとは・・・？苦悩に満ちた日 は々人を強くし
ます。克服し光に向かい歩き出した大人たちの波風体験談。
●定員：なし【単発】15日３・４限

G013 被災地の子どもたちとともに 武田奈也×安藤明美×愛知ボラセン
（被災者応援 愛知ボランティアセンター） 大

644 国語・文学
３月11日にチャリティースケート【Reborn Garden】に出演した元フィギュアステート選手武田奈也さんと、安藤美姫さんのお母様（明美さん）を
お招きし「今、私たちに出来ること」をテーマに対談します
●定員：200名（先着順）【単発】15日２・３限

G014 子ども広場～工作～ 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

102 教育・子育

なにを作るかは、来てからのお楽しみです。お子さまのお預かりもします。費用は工作１つにつき100円頂きます。
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：お子さまに必要なもの【連続】15日３・４限

G015 健康のヒケツは腸内環境コントロール！ 辨野義己
(（独）理化学研究所・特別招聘研究員） 大

834 保体・健康
あなたのウンチ、毎日ちゃんと出ていますか？臭くないですか？唐突な質問ですが、イエスかノーかが、今後の健康や寿命を左右していると
言っても過言ではありません。ウンチ博士である辨野先生の講座です。
●定員：なし【単発】15日３限

G016 若者の就労支援、自立支援をどうつくるか？ アクセンチュア・ユースポート横濱他
（アスバシ企画） 大

966 人生
激増する若年失業者・非正規雇用の就職環境のなかで、若者たちをどのように就労・自立支援をすべきか、全国の就労支援に関わる団体
によるシンポジウム。「知多娘」でブレイク中のNPOエンドゴールも登場。
●定員：なし【単発】15日３限

G017 日本軍の治安戦？日中戦争の戦場の実相 笠原十九司
（都留文科大学名誉教授） 大

1014 社会・歴史
『日中戦争・沖縄戦、そして今』連続講座の第３講座。笠原氏の専門は中国現代史。第４講座の近藤氏を取材し『日本軍の治安戦（岩波書
店）』を執筆。日中戦争の「二つの戦場」（正面戦場と後方戦場）を解説します。
●定員：なし【単発】15日３限

G101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

G102 名古屋市内のニホンリスとムササビ 北山克己
（守山リス研究会） 大

８ 自然・環境
名古屋市とその周辺に生息するニホンリス、ムササビ、キツネ、カモシカ、ノウサギ、イノシシなどの野生の哺乳類の生息環境と生き残るための条件を取り戻し、保全するための活動をいっしょに考える。
●定員：40名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：ノート、筆記具 ●申込先：北山克己 ●申込連絡先：090‐9191‐0087 ●申込先E‐mail:risuken@kzc.biglobe.ne.jp ●関連ページ：http://
www.asahi‐net.or.jp／�fb４m‐iszk/risuken【連続】15日２・３限

G103 遊戯王 デュエルトーナメント2012 那須野茂 大
19 趣味
今年もやりますよ。先着申込順ですのでメールにてエントリーをお願いします！
●定員：32名（先着順）●持ち物：デッキ・電卓・メモ帳等 ●申込先：poriwanitta@gmail.com ●関連ページ：http://yaplog.jp／０w00
w０／【単発】15日３限

G104 ヒマラヤの風になれ！～2012～ キンゴ・バァと仲間達
(LENP) 大

29 英語・国際
ネパール辺境に小学校建設を続けるLENP！ネパール人の民族音楽グループ≪ラリグラス≫の出演決定！ネパールの子供たちに学校を！チャイとサモサのサービスも！！
●定員：40名 ●費用：なし ●持ち物：特にありません ●申込先：LENP事務局 ●申込連絡先：0564‐31‐3917 ●申込先E‐mail:kingo@tigers‐net.com ●
関連ページ：‐【連続】15日３・４限

G105 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

G106 アカペラライブinサマセミ 正木崇之
（愛知淑徳高等学校） 大

39 音楽・踊り
アカペラとは、人の声だけで表現する音楽のこと。愛知県内各地のアカペラーがここに集結！フレッシュなアカペラを披露します。聴きなじみのある曲が中心なので、初
めての人でも楽しめると思います。
●定員：60名 ●費用：無料 ●持ち物：特になし ●申込先：出演希望者は次のアドレスへ ●申込先E‐mail:takatoratakatora@gmail.com【連続】15日３・４限

G107 なりたい自分になる魔法の質問 吉田祐一
（一般財団法人しつもん財団） 高

67 教育・子育
中学生、高校生向けの講座です。ワークショップ形式で行い、質問に答えることで『なりたい自分』について考えるきっかけを作ります。また他の参加者の答えを聴くことで、自分と違う視点を手に入
れることもできます。
●定員：24名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：吉田祐一 ●申込連絡先：090‐5037‐5667 ●申込先E‐mail:yuichi.yoshida１＠facebook.com【単発】15日３限

G108 尾張藩伝来！古武道体験2012 赤羽根大介・下村幸裕
（春風館道場） 大

70 保体・健康
名古屋・尾張藩に400年以上前から伝わる「柳生新陰流兵法」「尾張貫流槍術」「円明流」のさまざまな技の解説演武を行い、実際に槍や大
太刀、鎧通し袋竹刀さまざまな武器を実際に手にとって体験できる講座です。
●定員：なし（先着順）●持ち物：動きやすい服装【単発】15日３限

G109 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

83 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐ出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付き
♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】15日１～４限

G110 生きることを考える映画「うまれる」を観る 前田弘子
（「うまれる」を何度も×３観る会） 大

87 人生
3,4限連続講座です。３限目は上映、４限目は出産現場に立つ助産師と共に、あなとにとってうまれる・いのちについて語り合いませんか？どちらかのみの参加もOKです！
●定員：100名（先着順）●費用：500円(３限のみ・運営費として）●持ち物：なし ●申込連絡先：052‐486‐1761 ●申込先E‐mail:m.hiroko.g@gmail.
com ●関連ページ：www.umareru.jp【単発】15日３・４限

G111 さだ坊のアコギライブ授業 大橋浩二・板倉寛・西尾俊哉
（愛工大名電高校・名古屋高校・愛知淑徳高校） 大

129 国語・文学
恐らくサマセミの最長寿講座。教室にギターとバイオリンとマイクを持ち込み、ライブハウスさながらで授業をします。今年のテーマは「今だから
伝えたい愛の歌」。果たして今年はどんな歌が飛び出すか。
●定員：なし【連続】15日３・４限

G112 パステルアート体験♪ パステルアートセラピストあん
じゅ＋ 高

132 芸術・工芸

パステルを削って、指でくるくると描いてゆきます♪誰にでも簡単に楽しく癒されるアートが描けます＾＿＾♪
●定員：12名（先着順）●費用：1000円 ●持ち物：特になし【単発】15日２・３限

G113 手打ちうどんにチャレンジ 尾張たけぞう
（さわやか南うどんサークル） 本

151 料理・手芸
今年もやってきました。「うどんサークル」です。南区から来ています。おいしい手打ちうどんを皆で作ろう！講座は２時間連続です。１限のみはダメよ。「調理実習室」で実施します。お早めにお申し込み下さい。
●定員：20名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：三角巾，エプロン，手ぬぐい ●申込先：桑原武（尾張たけぞう）●申込連絡先：090‐6591‐5874 ●申込先E‐mail:owaritakezo@yahoo.co.jp
●関連ページ：bttp://blog.livedoor.jp/owaritakezo／【連続】15日３・４限

G114 スピリチュアル・プチ体験しませんか？ メイヤー洋枝 他７名 高
158 その他
アロマカウンセリング・各種カードリーディング・ペンデュラム・九星気学・整膚・過去性ヒーリング等、プロ・セミプロが対応。自主体験コーナーも
あり、１コインで３つ体験できます。
●定員：なし ●費用：500円 ●申込連絡先：090‐3930‐7456【連続】15日２～４限

G115 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

G116 韓流、K‐POP、ハングル、韓国旅行 キム ジョンイル
（韓国料理 プサン（店長）） 高

169 その他

韓ドラ、K‐POP、韓国旅行など、韓国についてきょうみあることをみんなで楽しく交流しましょう。簡単なハングル会話もやります。
●定員：なし【単発】15日３・４限

G117 レッツストリートミュジシャン 東邦高校合唱同好会
（東邦高校） 大

182 音楽・踊り
バンド演奏やギターの弾き語りを行います。１年生から初心者で楽器を始めた者が多く、週２回真面目に練習し楽器を楽しんでいます。いっ
しょに演奏を楽しみましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日２・３限

G118 ちょっと懐かしいJポップをハモるんです 岡崎城西高校コーラス部
（岡崎城西高校） 大

194 音楽・踊り
少し前にヒットしたJポップを歌います。少人数でハモったり、ソロで歌ったりする予定です。私たちの歌声を聴いて、見て、一緒に歌ったりしま
しょう。
●定員：なし【単発】15日３限

G119 「赤ちゃんの駅」って なあに？ 中谷 風吹
(MaChild（マチルド）） 大

223 教育・子育
「赤ちゃんの駅」をご存知ですか？東京都板橋区発祥の、“乳幼児を連れた方は誰でも”授乳やおむつ替えができる施設のこと。名古屋市内
では今春スタートしました。たくさんたくさん、街に優しさがあふれますよう。
●定員：なし ●関連ページ：http://www.mapily.com／【連続】15日１～４限

G120 あなたの人間関係を180度改善する考え方 人間関係改善コーチ 加藤 公也 高
229 教育・子育
現在恋愛・夫婦関係・仕事などの人間関係でお困りのあなた！今現在の抱えてる問題の解決策を考えながら、人間関係を改善するコツをお教え致
します。今日からあなたの人間関係は変わります。
●定員：40名（先着順）●持ち物：筆記用具 ●申込先E‐mail:kenken＿７＠live.jp ●関連ページ：http://www.camsk.net／【単発】15日３限

G121 アートにチャレンジ（人物画） 小西雅也
（名古屋中学） 高

230 芸術・工芸
本物のモデルさんを絵具を使って、自由に表現しよう。絵体験はじめての人も安心。基本から教えます。経験者、美大受験希望者の人には、より専門的に手ほどきします。
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：小西雅也 ●申込連絡先：090‐8159‐9077 ●申込先E‐mail:ga‐ya.konitan@ezweb.ne.jp【単
発】15日２・３限、16日２・３限

G122 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

G123 Let's☆ストリートハンドボール 塩野谷直宜
（黄柳野高校） 高

251 保体・健康
初心者大歓迎！！本場ヨーロッパから誰でもにぎれるボールを空輸しました。ハンドボールってとっても本能にまかせたスポーツなんです。ボール
をつかんでパスorシュート！みんなで楽しくプレイしよう(＊＾＿＾＊）
●定員：なし【単発】15日３限

G124 私と南アフリカ 稜保尚代
（黄柳野高校） 高

254 英語・国際
南アフリカ共和国ケープタウンを中心に、文化、生活、観光など私の視点から紹介します。南アフリカ共和国へ観光や留学してみたい方、行っ
たことあるよ～という方、色 と々語りましょう。
●定員：なし【単発】15日３限

G125 離婚と面会交流「パパ、ママに会いたい！」 澤井 朝子
（名古屋ファミリー相談室・面会交流部） 高

259 教育・子育
両親の離婚によって、実の親、祖父母や兄弟にも会えなくなる子どもが沢山います。「面会交流」という言葉を知っていますか？ 離婚を巡って起きる親と子どもの問題について一緒に考えましょう！

（相談も受付けます）
●定員：30名 ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：名古屋ファミリー相談室(FPIC) ●申込連絡先：052‐753‐4340 ●関連ページ：http://www.fpic‐nagoya.com【単発】15日３限

G126 小物作り 箭田 みらい
（至学館高校） 高

261 料理・手芸

バレッタ、ポンポンゴム、シュシュ、ミサンガなどを作ります。
●定員：15名 ●費用：300【単発】15日３限

G127 キーホルダー、小物の革手作りにチャレンジ 野田 くるみ 高
263 料理・手芸
革は使えば使うほど、手に馴染んできます。キーホルダー、小銭入れ（アクセサリー入れにしてもOK)から一品ですが、自分の好みの革を選ん
でいただけます。ご一緒に革手作りを楽しみましょう。
●定員：12名 ●費用：600 ●持ち物：あればゴム板、布切りばさみ【連続】15日３・４限

G128 テーマーパークスタッフです☆です ゆっぽ
（岡崎学園） 高

329 趣味
何かのテーマに基づいて作られた街、テーマパーク。その街から帰るとき笑顔がいっぱい！その裏にはスタッフの努力など・・・話せる範囲で楽
しみながら話したりしてみよっか、「いってらっしゃい！」
●定員：なし【単発】15日３限

G129 隣の家とは違うXmasの作り方講座 佐久間つかさ 他
（チャリティーサンタ名古屋） 大

337 教育・子育

いつもこころにサプライズを☆素敵なクリスマスを過ごす方法、知ってます。Smile for ALL:)
●定員：なし ●関連ページ：http://charity‐santa.com／【単発】15日３限

G130 英語で遊ぼう☆彡 二塚 郁美 高
364 教育・子育

赤ちゃんの駅に来てくれた、おかあさん、おとうさん！お子さんと一緒に、簡単な英語を使って遊んでみませんか？
●定員：なし【単発】15日３限

G131 りかじっけん 政木淳志、小川千晶
（岡崎城西高校） 高

366 理科・実験
空気中にやく80％ふくまれている「ちっそ」というきたいをひやした「液体ちっそ」をつかったじっけんをします。おこさまからたのしめるとおもいま
すので、ぜひごさんかください。
●定員：40名（先着順）【単発】15日３限

G132 生と性 船戸元樹
（弥富高校） 高

394 自然・環境

弥富高校でおこなわれている課題研究の授業のひとつ「生と性」から授業を紹介します。
●定員：なし【単発】15日３限

G133 English Shower! 英語科教科懇
（英語科教科懇） 高

397 英語・国際
英語で英語の授業なんてホントにみんな理解できるの？って思っているあなた！新たな発見があるはずです。ぜひこの授業を受けてみて下さ
い。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 辞書【単発】15日３限

G134 健康な素肌作りの秘訣 安藤雅子、渡邊美絵
（モイスティーヌ名東） 高

402 その他
知っているようで知らないお肌のしくみ・・。原因が分かればお肌トラブルにも対処出来ますよね？老若男女を問わず、素肌を健康にする秘訣。
知らなきゃ損です！賢く学んでお肌トラブルにさよならしませんか？
●定員：なし（先着順）【単発】15日３限

G135 爽快！和太鼓を曲にあわせて叩こう！ 同朋 和わ輪太鼓 高
411 音楽・踊り
音を出す楽しさ、おなかに響く太鼓の音を全身で感じることができます。流派にのっとった和太鼓ではなく、楽しく太鼓をたたけます。何かをやってみるきっかけになる楽しい太鼓講座です。
●定員：20名 ●費用：０●持ち物：飲料・タオル ●申込先：シーズウェブ（株）内 前田之恵 ●申込連絡先：052‐483‐6366 ●申込先E‐mail:doho‐wawawa@seasweb.jp【連
続】15日３・４限

G136 自分を知る‐大切な人と心つながるために‐ 松本智恵子 高
412 人生
心理学に基づく性格診断テストを行い、その結果を基に、なりたい自分になっていくためのワークを行います。自分の性格を知ることで、相手の
良いところを感じることができ、よりよい関係を築いていくことができます。
●定員：10名 ●持ち物：筆記用具 ●申込先E‐mail:chieko87n@yahoo.co.jp【単発】15日２・３限

G137 樹脂粘土で作る夏模様 河合みどり
（アトリエSUZU) 高

420 料理・手芸
“夏を形にしてみましょう” 樹脂粘土や自然素材、手芸材料、装飾材料など、いろいろなものを使い雑貨やアクセサリーに変身させてみませ
んか。身近にHandmadeを取り入れてみましょう。
●定員：40名（先着順）●費用：500円より ●持ち物：エプロン（汚れてもよいもの）【連続】15日３・４限

G138 コンセプチュアルアートに触れる 玉井智子
（黄柳野高校） 高

426 芸術・工芸
コンセプチュアルアートは、60年代におこった流れで、絵や彫刻のように見せる作品というより、私たちが想像することで完成するとても詩的な
世界です。
●定員：なし【単発】15日３限

G139 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

G140 簡単！楽しい！ワープロ講座 初級 森 瑞季
（東邦高校情報処理部） 高

436 情報・商業
私たち生徒達がワープロの使い方を丁寧に教えます。ワープロが苦手な方、初心者の方でも誰でもOK！基本的なことから少し発展的なことま
で学べます。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日３限

G141 愛☆すくりーむ 食べちゃお♪ 安城学園３年８組
（安城学園高等学校） 高

446 理科・実験

２人で材料が入ったビンを転がしながら、愛の力でアイスクリームを作りましょう！恋人どうし、友達どうし、親子で参加して下さい！
●定員：20名（先着順）●費用：一人100円 ●持ち物：タオル ●申込先E‐mail:mi１ka２n13@yahoo.co.jp【単発】15日３限

G142 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

G143 木の絵画教室 尾崎恵子
（尾崎悌次郎「木の絵画教室」） 高

457 芸術・工芸
紙のように薄くスライスした天然の木を使い、木目や色を生かし、張り合わせ風景や人物などを表現します。講座でも基本的な作品を作りま
す。
●定員：なし ●費用：500円 ●持ち物：ハサミ、カッターナイフ【連続】15日２・３限

G144 ダンボールで簡単絵本＋似顔絵コーナー ブラブラさんぽ＋れれ 高
458 芸術・工芸
ダンボールを使って作る簡単で超かわいい手作り絵本を一緒に作りましょう。プレゼントにも。となりでは似顔絵コーナーで、似顔絵作家が似顔
絵を描きます。
●定員：なし ●費用：300�500円【単発】15日３限

G145 かんたん！たのしい！！押し花 北林 三奈 高
470 料理・手芸
かわいい押し花を使って、かんたんにできあがるオリジナル雑貨をつくってみませんか？小さいお子さまからご年配の方まで誰でも一回で簡単
に仕上がります。お待ちしてます。（キーホルダーかミニ額を予定）
●定員：10名 ●費用：500円 ●持ち物：ピンセット、ハサミ【単発】15日３限

G146 歌舞伎音楽へのご招待 吉住 小美月、長田 芳裕
（伝統の音と舞実行委員会） 高

475 音楽・踊り
ヒャイトロヒャリリ♪歌舞伎の舞台で演奏する人の頭の中です。歌舞伎音楽は日本語です。あなたも日本語で学ぶ音楽を体験してみましょう。
解説(１限目）、笛(２限目）、唄・三味線(３限目）
●定員：20名【連続】15日１～３限

G147 講和条約発効60年と沖縄本土復帰40年 高橋 勇雄
（桜丘高校） 高

499 平和
桜丘学園は教育機関で唯一「ヒロシマ原爆の火」を平和のシンボルとして保存している学校です。核も戦争もない世界を創り出すために何
ができるのか。歴史的節目の時点に立って、平和について考えましょう。
●定員：30名 ●持ち物：筆記用具【単発】15日３限

G148 知っておきたい World Trade 田村友一
（東邦高校） 高

510 社会・歴史

「３人寄れば文殊の知恵」 少人数のグループで貿易をシュミレーション。ゲームを通して、世界経済を実体験。
●定員：40名 ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日３限
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G149 ホットケーキMICSアレンジを楽しもう♪ 安城学園高校１年代表者会
（安城学園高校） 高

515 料理・手芸
お手軽ホッケーキMICSを使って、定番メニューからアレンジメニューまで、いろいろな味、形、調理方法をご紹介します。そして、オリジナルメニ
ュー作りに一緒に挑戦してみませんか？
●定員：なし ●費用：200円 ●持ち物：なし【単発】15日３限

G150 映画スターが英会話の先生iPen体験教室 鈴木誠
（スクリーンプレイ） 高

518 英語・国際
名作映画セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が、最近テレビでよく見かける本から音声が聞こえる音声ペンの技術を導入しました。
書籍から映画スターの声が聞こえるiPenの体験教室を開きま～～～～す。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：特になし ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】15日１～４限

G151 編んで作るアクセサリー 前田佳子
（東海中学・高校） 高

522 料理・手芸
糸にパールやビーズを通して編む、それだけで様 な々ニュアンスが表せます。ネックレスやチャームなどお好みのキットで作ってみましょう。かぎ針編みができる方なら大丈夫！材料費¥800～¥1500
●定員：15名 ●費用：材料費¥800～1500 ●持ち物：ビーズ通し針 ●申込先：前田佳子 ●申込連絡先：090‐8546‐7792 ●申込先E‐mail:maeda505y@softbank.ne.jp【単発】
15日３・４限

G152 Let's Speak English! 聖霊高フェス実行委員会
（聖霊） 高

544 英語・国際

楽しく英会話をしましょう！楽しいゲームもありますよ！
●定員：なし【単発】15日３限

G153 振り込め詐欺にあってしまった！ 聖霊高フェス実行委員会
（聖霊） 高

546 その他

最近、ちょこちょこニュースになっている振り込め詐欺の内容をできるだけ分かりやすく紹介します。
●定員：なし【単発】15日３限

G154 徹博士の「地震はなぜ起こるの？」IX 竹内 徹
（安城学園高等学校） 高

555 理科・実験
大きな被害をもらたした東北大震災。他人事ではなく、ここ東海地方でも同規模な大きな地震が起こります。どうして地震が起こるのか、そして
いつ起きるのか。分かりやすく説明します。１限の基本編だけでも受講可能。
●定員：なし【連続】15日３・４限

G155 福島の生徒達の今、学校現場からの報告 福島の現役高校教師・家庭科教科懇・OB
（家庭科教科懇・OB) 大

575 その他
3.11何も知らされずいつものように普通の学校生活を送らされていた。その時すでに校庭には放射能が充満していた。知らされなかったこと
が10年20年後この子達に苦難を背負わせる。今何をすべきか共に考えたい
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日１～４限

G156 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

580 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】15日１～４限

G157 ホラー映画を見よう！ 内田恵美
（同朋高等学校） 大

583 趣味

”てけてけ”という化け物を知っていますか？暑い夏こそホラー映画を見て涼みませんか？
●定員：なし【連続】15日３・４限

G158 ボクシング・ボクサイズを楽しもう！ 柴田 匡俊
（桜丘高等学校） 高

599 保体・健康
日頃、しっかりと運動出来ていますか。怖いイメージがボクシングにはあるかもしれませんが、実はとても楽しく、気持ちのよいスポーツです。今
年は第２弾！一緒に楽しく、スッキリとした汗を流しましょう！
●定員：20名 ●費用：無料 ●持ち物：運動のできる服、タオル、着替え、室内用シューズ、軍手、水など【単発】15日３限

G159 口下手営業マンが今思うこと 林 一彦 高
622 人生
東日本大震災で学んだこと、大切な宝物を見つめなおし、今私たちにできることをお伝えします。岩手県大極町と釜石市で感じたこともお話
します。今回の支援では、お盆祭り用での「うちわ」を集めています。
●定員：なし ●持ち物：ハンカチ、うちわ（支援用）【連続】14日３・４限、15日３・４限

G160 ハングル講座 朝鮮中高級学校教員
（愛知朝鮮中高級学校） 高

657 英語・国際

豊明にある愛知朝鮮中高級学校の教員が教える、本物のハングル講座です。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：朝鮮中高級学校 ●申込連絡先：0562971324【単発】15日２・３限

G161 椙山生とフォークダンスをしよう 椙山学内フェス
（椙山女学園） 大

670 保体・健康
椙山生恒例フォークダンス講座。椙山女学園では中学生に高校生がフォークダンスを教えてあげる体育の授業があります。その授業の曲(４
曲くらい）で、老若男女踊ってしまおう！
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：フォークダンスできる容姿で【単発】15日３限

G162 紙で作る立体 その１（正多面体編） 西田有佑
（東海学園高校） 高

703 数学・算数

折り紙などを使って、立体を作って立体を知る講座その１この講座では正多面体を作ります。
●定員：25名（先着順）●申込先：西田有佑 ●申込先E‐mail:yusuke_gmsr３＠yahoo.co.jp【単発】15日３限

G163 脱原発ポスター展 ＋お気に入り投票♪ 内田由紀子
（原発に不安を感じるママの会） 高

711 自然・環境
「自然エネルギーへの転換を」「子どもたちを被曝から守りましょう」、、、ネット上の【脱原発ポスター展】に全国から寄せられた、“喜怒哀楽”心
動かされるポスターを、キラリと光る☆ラミネートにして展示します
●定員：なし ●関連ページ：http://www.geocities.jp/mama_huan／【展示】15日２～４限

G164 魔法の言葉で子育てを555倍楽しむ方法 佐藤 真永
(NPO法人 読書普及協会） 高

732 教育・子育
楽しく心理学を学んで子育てに活かしませんか？相手が喜ぶ言葉を使かって会話をすれば、相手は喜んで期待以上の成果を出します。で
は、あなたは相手の喜ぶ言葉を知っていますか？魔法の言葉、教えます。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具【単発】15日３限

G165 ふんわり可愛い羊毛フェルト♪ Feutre‐Mille mille 高
747 料理・手芸
昨年も人気の羊毛フェルト講習会です。ちくちくするだけで簡単に可愛いマスコットに大変身♪ニードルはお持ち帰り頂けますのでお家でもぜ
ひ可愛いマスコットを作ってみてください♪詳細はブログでご覧下さい。
●定員：10名（先着順）●費用：600円 ●持ち物：無し ●関連ページ：http://ameblo.jp/feutre‐mille／【単発】15日２～４限

G166 ホンマでっか！？中国 チャイナル！日本 高
752 総合学習
昨年の内容がパワーUP。情報ツウの中国人を数人呼び、学生の素朴な疑問に答える形で、世の中で話題になっている中国のこと、うわさの

「ホンマでっか？」を少しTV番組風に発信。中国に対する理解が深まる80分！
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】15日３限

G167 簡単にできる！ミサンガづくり 佐々木亜矢
（愛知大、チャイナル！日本） 高

756 芸術・工芸
願いを叶えると言われているミサンガ。簡単な作り方なので、誰でもできます。一緒に作ってみませんか？希望者には中国的なワザも教えちゃい
ます。定員10名なので早めに連絡を。自分だけのミサンガを作りましょう！
●定員：10名（先着順）●費用：300円 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】15日３・４限

G168 夢ってなんだろう？今から始める就活講座 山内香奈
（愛知淑徳大学） 高

760 人生
ネットなどの情報に惑わされすぎて自分を見失っていませんか？就活を終えた大学４年が、自分を持つことの大切さをお話しします。今からで
きることを一緒に考えていきましょう！
●定員：なし（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先E‐mail:nagkana0810@gmail.com【単発】15日３限

G169 建築士ってどんな仕事なの？ 新建築家技術者集団 会員
（新建築家技術者集団 愛知支部） 高

782 科学・技術
建築士になりたい人、建築士がどんな仕事をしているか知りたい人、建築士にまちづくりや家づくりで相談したい人、そんな方々ぜひ来てください。建築に携わっている専門家が「サロン」を開いています。
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：特になし ●申込先：福田啓次 ●申込連絡先：052‐719‐6790 ●申込先E‐mail:juseikatu@gmail.com ●関連ページ：http://www.geocities.jp/
sinken_aichi【連続】15日１～４限

G170 占い師が語る 因果関係とご縁 麻生
(ART TREK （アートトレック）） 大

789 人生
数字による人間関係と自分を客観視する方法。因果の関係とは？輪廻のご縁
●定員：13名（先着順）●費用：テキスト代300円 ●申込先：ART TREK まお ●申込連絡先：052‐704‐0470 ●申込先E‐mail:
info@art‐trek.jp ●関連ページ：http://art‐trek.jp【単発】15日３限

G171 みんなあつまれ★ちびっこ広場 青年協議会
（愛知私教連） 幼

797 教育・子育
待ちに待った夏がやってきた！ 今年もおにいさん・おねえさんといっぱいあそぼう！ 夏しかできない楽しいあそびがいっぱい！ さあ、みんな、
集まれ！！
●定員：なし【連続】15日１～３限

G172 希望プロジェクト第２幕 合唱練習 高校生フェス＆オータムフェス実行委員会
（愛知私教連＆高校生フェス） 大

801 音楽・踊り
11・23「ガイシホール集会」やオータムフェス・BIGフェスに向け「希望プロジェクト第２幕」がスタート。光ヶ丘合唱部顧問の白鳥清子先生をお
迎えし、合唱曲の練習を行います。各学園・センターで位置づけを！
●定員：なし【単発】15日３限

G173 音楽はどうやって流通するの？ Karma Nature
(Art Publication) 高

802 音楽・踊り

CDや音楽配信の流通方法や、実数を使って、どれくらい売れると、どれくらいの金額になるのか、解説します。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http:/art‐publication.toypark.in／【連続】15日３・４限

G174 まぼろしのフナ・エビスブナを通じて 早川 喜明 高
804 自然・環境
フナ類の中でもあまり知られていないエビスブナの形態を実物を用いて明らかにし、エビスブナと先人達の関わり方について述べる。また、彼
らを通じた自然と人間社会における共存・共栄の方法について考えて頂く。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日３限

G175 異世代交流ダイアログ～自分の活かし方とは 上井靖
（日本ファシリテーション協会中部支部） 大

810 その他
高校生、大学生、社会人の経験、異世代でつながり見える自分の活かし方！小さなミスとプチハッピー、イケてた瞬間、悔しくて泣けた、挑戦し
てやったー等語り合い、新しい自分にスイッチONする体験してみませんか
●定員：なし【連続】15日３・４限

G176 初心者のためのディベート講座 吉田あけみ
（椙山女学園大学人間関係学部） 大

840 総合学習
聴く力、話す力、考える力、書きとる力を身につけるためにディベートを体験しましょう。ディベートは難しいと思っている人もいるかもしれませんが、おもしろい知的なゲームです。皆でディベートを楽しみましょう。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：下記E‐mail宛に、次の内容を記載の上、７月12日（木）までにお申し込み下さい。件名「ディベート初心者講座」、内容：�氏名（参加者全員）、�所属 ●申込先E
‐mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ：http://www.kinjo‐u.ac.jp/futasugi／【連続】15日３・４限

G177 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

859 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

G178 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

865 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

G179 英単語学習革命～もう丸暗記はいらない～ 山下 りょうとく 高
870 英語・国際

従来の丸暗記式の英単語学習とは全く異なる、短時間で楽に大量の英単語をマスターする方法を伝授する。語い力は増やしたいが暗記が苦手だという人は必聴の授業。
●定員：なし ●持ち物：ノート、筆記用具 ●申込先E‐mail:get９wari@yahoo.co.jp ●関連ページ：パソコンで「山下りょうとくのホームページ」で検索【単発】15日３限

G180 空手道入門 レッツ・エンジョイ『カラテ』 東邦高校 空手道部
（東邦高校） 高

879 保体・健康
インターハイにも出場する（今年も出ます）東邦空手道部と空手をして見ませんか？型を中心に誰でもできる空手をやります。小・中・高生、大
人、どなたでも参加可能です。皆さん、空手を楽しみましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる服装【連続】15日３・４限

G181 パンフラワー 坂野 絹江
（東邦高校） 高

881 趣味
パンネンドで簡単に作れるお花を、タオルハンガーや壁掛けに貼り付けて飾りませんか？今回は道具を使わずに作る方法を皆さんにお教えし
ます。是非一度、挑戦してみて下さい。楽しいですよ！！
●定員：なし ●費用：500円位 ●持ち物：なし【連続】15日２～４限

G182 平和について考えよう！～福島と広島から～ 松久直史
（日本福祉大学付属高校） 高

885 平和
東日本大震災と福島原発の深刻な事態が世界に衝撃を与えました。しかし日本では核の軍事利用はもちろん、平和利用に対しても拒否反
応が強かったのです。それを歴史から学び核についていっしょに考えて行きましょう。
●定員：20名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：特に必要なし【単発】15日３限

G183 布ぞうりを作りましょう！！ 久木田 民子 高
887 趣味
使わなくなった浴衣やシーツの布を使って「布ぞうり」を作りましょう。これからの季節、素足ではけば、気持ち良く、足裏のツボを刺激して体にも
良いですよ！ 楽しく編んで、快適な夏を過ごしましょう。
●定員：なし ●費用：500円 ●持ち物：定規 ●申込先：久木田 民子 ●申込連絡先：052‐623‐4503【単発】15日１～４限

G184 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

G185 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

G186 アイスクリームを作ろう 至学館高校商業科女子 高
934 理科・実験

冷蔵庫を使わずにアイスクリームを作ります。
●定員：なし ●持ち物：軍手【連続】15日１～４限

G187 地球の迷い方 伊藤彰
（黄柳野高校） 高

939 旅行
人生は旅と似ています。なぜなら、何が起こるかわからないからです。でもそれが不思議と楽しいんです。旅先で起こったハプニングとともに愉快な放
浪記を紹介します。旅に興味がある人はぜひ来てください。
●定員：20名 ●費用：200円 ●申込連絡先：0536‐34‐0330 ●関連ページ：http://www.flickr.com/photos/exiles66／【単発】15日３限

G188 AndroidOSの活用術 北田 侑久 高
940 情報・商業

AndroidOSを生活や仕事に生かすためのアプリなどを紹介します
●定員：なし【単発】15日３限

G189 これで解決、英語のあれこれ？ 平野 朋子
（名経大高蔵） 大

943 英語・国際
英語に関する疑問や質問を何でもかんでも解決させる講座です。１学期の復習、苦手の克服、受験対策などどのような目的でもOK！とにかく、
あらゆる疑問にお答えします。すっきりできる効果に期待！
●定員：10名【単発】15日３限

G190 生きろ！～大災害・大地震に対処法～ 愛知ボランティアセンター 代表 久田光政
（東海高校） 高

970 社会・歴史

迫り来る大災害！備えは？地震になったら？生き埋めになったら？様 な々ケースを想定し、大災害対処法を考えます。
●定員：なし【単発】15日３限

G191 福島県の幼稚園児と関わって 名古屋大谷ボランティア同好会×宗教同好会
（名古屋大谷高校） 大

989 特別活動
去年の12月に東別院に福島県の同朋幼稚園のみなさんが疎開してきました。私たちは短い間ですがお世話をさせてもらって小さな子どもた
ちからたくさんのことを学びました。ぜひみなさんにも聞いてほしいとおもいます
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：なし【単発】15日３限

G192 空からお金が降ってくる？！ 名大法学部後ゼミ 大
1004 社会・歴史
私たちが大量の税金をつぎ込んでいる年金や生活保護は、不平等・持続不可能といった、深刻な問題を抱えている。全ての人に「自由」を
与える次世代の社会保障とは？名大生と学ぶ、目からウロコの80分間。
●定員：なし ●持ち物：特になし【単発】15日３・４限

G193 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1017 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

G194 サイエンス・カフェ 第３弾 東村俊治
（東邦高等学校） 高

1019 理科・実験
毎年恒例となりました(?)サイエンス・カフェも３年目を迎えました。今回は家庭を科学してみたいと思います。身の回りの食品などを作って食べ
るなど、お楽しみ実験もやります。
●定員：なし ●費用：300円 ●持ち物：筆記用具【単発】15日３限

WG01 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WG02 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WG03 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WG04 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WG05 浜名湖ぐるっとチャリンコ旅50km 菅沼 章
（享栄高校） フ

107 旅行
浜松を起点として浜名湖をぐるっと回ります。絶品うなぎの店でランチ、近くに温泉もあります。奥浜名湖をさらに廻って新所原ゴール。JRを使った輪行ですので、輪行袋など必要です。
●定員：５名（先着順）●費用：JR3340＋昼食代など ●持ち物：輪行できる用具、雨具など ●申込先：菅沼 章 ●申込連絡先：080‐5105‐1894 ●申込先E‐mail:a1230@
ma.ccnw.ne.jp ●集合場所：JR金山駅改札口前 ●集合時間：07:00【連続】15日１～４限

WG06 草木染めを体験しましょう 畔野友紀
（東邦高校） フ

127 趣味
自然の草木から染料を煮出して、染めてみましょう。同じ植物でも、媒染を変えると違う色に変化します。身近な植物の不思議な力に触れてみましょう。
●定員：６名 ●費用：材料費300～500円程度 ●持ち物：エプロン、タオル、昼食 ●申込先：東邦高校 畔野友紀 ●申込連絡先：052‐779‐
4669 ●集合場所：地下鉄東山線上社駅 ●集合時間：09:30【連続】15日１～４限

WG07 スクーバダイビングを楽しもう 伊藤哲夫
（享栄高等学校） フ

421 自然・環境
日本の珊瑚北限の地、南紀串本の海でダイビングします。老若男女すべてOK。初めての方は体験ダイビング、経験者はファンダイビングを、プロのインストラクターガイドと一緒に行います。天然温泉も楽しめます。
●定員：10名（先着順）●費用：15000円＋α ●持ち物：水着など ●申込先：伊藤哲夫(080‐3078‐8600) メールte３tu６＠hyper.com.ne.jp ６月25日〆切（厳守）●申込連絡先：080‐3078‐8600
●申込先E‐mail:kyoeisogo@hotmail.com ●集合場所：現地（事前に参加申込を完了のこと）●集合時間：09:00【連続】15日１～３限

WG08 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WG09 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WG10 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

18 講座日程別 案内表 改訂版 記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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WG11 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

H001 希望のもてる社会めざして～私の弁護士人生 宇都宮健児
（反貧困ネットワーク代表・弁護士） 大

282 社会・歴史
日弁連会長を務めた氏は、多重債務問題や消費者金融問題の専門家で、弱者の味方・日本最強の弁護士です。週刊金曜日編集委員、
年越し派遣村名誉村長も務め、宮部みゆき『火車』に登場する弁護士のモデルです。
●定員：なし【単発】15日４限

H002 ボランティアを考える。 佐野麗
（国連WFP協会なごや） 高

123 平和

ボランティアをしたいけど、どーしたらいいの？そんな声が聞こえます。活動体験を聞きながら、皆で一緒に考えましょう。
●定員：なし【連続】15日３・４限

H003 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

H004 「食品添加物」どうしてそんなに怖いのか？ 福冨 文武
（食の安全研究家） 大

170 科学・技術
多くの加工食品には様 な々食品添加物が使われています。食品添加物はほんとうに必要だろうか？食べても安全だろうか？みなさんと一緒に
考えます。
●定員：なし ●持ち物：ノート 筆記具【単発】15日４限

H005 �防犯教室まさか私が �思春期の心の発達 �県警地域安全対策課�端谷クリニック院長
(WADN実行委員会） 高

171 その他
�男子生徒禁制！女子生徒を狙う性犯罪などの実態や手口、その対策方法などについて考えます。�幼児には無く高校生にはある能力、そ
れは場を読む力。貴方は空気読めますか？アスペルガー？心の発達教えます。
●定員：40名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し【単発】15日４限

H006 子ども広場～工作～ 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

102 教育・子育

なにを作るかは、来てからのお楽しみです。お子さまのお預かりもします。費用は工作１つにつき100円頂きます。
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：お子さまに必要なもの【連続】15日３・４限

H007 ハンセン病を知っていますか？ 平野 昭
（安城学園・福祉大付属・東海さくらの会） 大

423 人生
ハンセン病は感染力の非常に弱いライ菌による感染症です。古来よりその後遺症により差別偏見の対象となりました。ハンセン病の正しい理
解と社会復帰応援のためにこの講座で学んで下さい。パネル展も同時開催。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】15日１～４限

H008 真実の学問とは ～邪馬壹国と九州王朝論～ 古田武彦
（昭和薬科大学元教授 古代史学者） 大

526 社会・歴史
明治維新以来、日本国家はウソの歴史を教え続けてきました。「万世一系」「日出ずる処の天子」「津田左右吉の戦後史観」等 で々す。百三
十年間、国民は「偽史」の洗脳ロボットです。・・・本当でしょうか。
●定員：なし【連続】15日３・４限

H009 第７回大人の語る「大きな学力・波風体験 おとなの波風体験
（愛知父母懇談会） 高

610 教育・子育
現代病と言われる「うつ病」「パニック障害」発症！ 不登校となった我が子たち。ピーナッツアレルギーとは・・・？苦悩に満ちた日 は々人を強くし
ます。克服し光に向かい歩き出した大人たちの波風体験談。
●定員：なし【単発】15日３・４限

H010 必ず出会う巨大地震！どう向き合うか。 福和 伸夫
（名古屋大学減災連携研究センター） 大

617 自然・環境
南海トラフ巨大地震が切迫している。東日本大震災や過去の震災の教訓を学び、地震災害に負けない社会を作っていく必要がある。歴史
は未来のメッセージである。歴史に学び、現代を点検・修正し明るい未来を作ろう。
●定員：なし【単発】15日４限

H011 アイドル☆になるには 中村浩一
(delaプロデューサー） 高

699 ～なるには
「アイドルとして活躍したい！」そんな夢にお答えします！2010年：大須から、2012年：名駅からアイドルを誕生させ、テレビ・CM・雑誌に多く取りあ
げられたプロデューサーが語るアイドル論。必聴！
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記具 ●関連ページ：http://nbgf.jp／【単発】15日４限

H012 「一日一生」東日本大震災を通して学んだ事 村上育朗
（前花巻東高校教頭） 大

807 人生
昨年の東日本大震災の際、岩手県陸前高田市の自宅を失いました。避難所生活や仮設住宅での生活の中で実体験を通して学んだ「生き
る」ことの意味を考える。
●定員：なし【単発】15日４限

H013 日中戦争・沖縄戦の戦場体験証言 近藤一
（不戦兵士・市民の会（東海支部）） 大

1011 社会・歴史
『日中戦争・沖縄戦、そして今』連続講座の第４講座。第３講座の笠原講演を受け、実際に中国戦線・沖縄戦へ兵士として送り込まれた氏が
当時を赤裸 に々語ります。「加害者にさせられた被害者」とは何か考えましょう。
●定員：なし【単発】15日４限

H014 福島原発事故から新しい文明を探る 村田光平
（東海学園大学教授・元スイス大使） 高

1037 社会・歴史
村田光平教授は、早い段階から原発の危険性について指摘し、福島原発事故以後は政府に脱原発を積極的に働きかけておられます。希
望ある未来へ、新たな文明のあり方を提起していただきます。
●定員：なし【単発】15日４限

H101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

H102 浮世絵勉強会 “～本来の日本人へ～” 水田資朗
(ART TREK) 高

７ 国語・文学
＊浮世絵の素晴しさ＊ゴッホの願い、絵に込めたメッセージ＊本来の日本人とは？お伝えいたします。
●定員：100名（先着順）●費用：300円 ●申込先：ART TREK ●申込連絡先：052‐704‐0470 ●申込先E‐mail:info@art‐trek.
jp ●関連ページ：http://art‐trek.jp【単発】15日４限、16日４限

H103 チョークアートDEワークショップ Hattsu
(CAA日本チョークアーティスト協会） 大

11 芸術・工芸
可愛くてデキるアート。それがオーストラリア発祥のチョークアートです。ブラックボードにオイルパステルを用いて指で描いていきます。初心者の方も大歓迎♪ひとまず、描いてみ
ましょう！
●定員：15名（先着順）●費用：¥800 ●持ち物：不要（汚れが気になる方はエプロン等ご持参ください）●関連ページ：http://www.hattsuchalk.jp／【単発】15日４限

H104 合気道で護身術 豊田宏治
（心身統一合気道会） 高

22 保体・健康
合気道による力を使わない護身術や、心と体の使い方をお教えします。初心者や合気道を知らない方など、誰にでも簡単に出来るので、気軽
に参加してください。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし ●関連ページ：http://www.shinshintoitsuaikido.org／【単発】15日４限

H105 ヒマラヤの風になれ！～2012～ キンゴ・バァと仲間達
(LENP) 大

29 英語・国際
ネパール辺境に小学校建設を続けるLENP！ネパール人の民族音楽グループ≪ラリグラス≫の出演決定！ネパールの子供たちに学校を！チャイとサモサのサービスも！！
●定員：40名 ●費用：なし ●持ち物：特にありません ●申込先：LENP事務局 ●申込連絡先：0564‐31‐3917 ●申込先E‐mail:kingo@tigers‐net.com ●
関連ページ：‐【連続】15日３・４限

H106 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

H107 アカペラライブinサマセミ 正木崇之
（愛知淑徳高等学校） 大

39 音楽・踊り
アカペラとは、人の声だけで表現する音楽のこと。愛知県内各地のアカペラーがここに集結！フレッシュなアカペラを披露します。聴きなじみのある曲が中心なので、初
めての人でも楽しめると思います。
●定員：60名 ●費用：無料 ●持ち物：特になし ●申込先：出演希望者は次のアドレスへ ●申込先E‐mail:takatoratakatora@gmail.com【連続】15日３・４限

H108 １日が48時間になる方法 桜坂
(100万本の桜の街の実行委員会） 高

48 地域・祭り
30歳で独立開業して50名の会社を創る。６年後、会社を辞めて退職金1000万円を軍資金に新城市の町おこし活動を展開。現在、一万人を
越える市民活動となる。短期間での成功は、独自の時間戦略だと言い切る。
●定員：なし ●持ち物：情熱 ●関連ページ：http://www.sakuraproject.net【単発】15日４限

H109 犯罪に向き合う 大崎研究室
（愛知学泉大学コミュニティ政策学部） 高

76 社会・歴史
日々事件・事故が起きています。裁判員制度が見直される中で、私達自身も犯罪の被害者、加害者に向き合うことが求められる時代になりま
した。犯罪にどう向き合っていけばよいのか、一緒に考えたいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日４限

H110 心踊るアロマルームフレグランス作り♪ 山田 有希子
（愛知淑徳父母懇） 高

83 趣味
好きな香りの精油を混ぜてオリジナルのルームフレグランスを作る講座です。誰でも簡単に直ぐ出来ます。美味しいハーブティー＆お菓子付き
♪ お気軽にお立ち寄りください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】15日１～４限

H111 生きることを考える映画「うまれる」を観る 前田弘子
（「うまれる」を何度も×３観る会） 大

87 人生
3,4限連続講座です。３限目は上映、４限目は出産現場に立つ助産師と共に、あなとにとってうまれる・いのちについて語り合いませんか？どちらかのみの参加もOKです！
●定員：100名（先着順）●費用：500円(３限のみ・運営費として）●持ち物：なし ●申込連絡先：052‐486‐1761 ●申込先E‐mail:m.hiroko.g@gmail.
com ●関連ページ：www.umareru.jp【単発】15日３・４限

H112 新しく楽しい格闘技「銃剣道」を学ぶ 早川博
（黄柳野高校） 大

96 保体・健康
我が国の伝統的古武術である「槍術」の突き技を源流とした現代武道のひとつです。槍術や剣道の「理合」などを合わせて研究された洗練
されたもので国体種目にも指定されています。僕たちと一緒学びませんか？
●定員：なし【単発】15日４限

H113 裁判員体験会 市民の裁判員制度めざす会
（市民の裁判員制度めざす会） 高

112 社会・歴史
裁判員制度がスタートし２年が経過しました。制度は 少しずつ定着しています。制度についての裁判員経験者の感想は 多くが経験して良かったということです。あなたも一度模擬裁判に参加して 裁
判員を体験して
●定員：なし ●費用：０●持ち物：筆記用具 ●申込先：岩崎法律事務所 ●申込連絡先：052‐524‐2216 ●申込先E‐mail:kokiiwa@iwalaw.jp ●関連ページ：www.saibanin.jp【単発】15日４限

H114 さだ坊のアコギライブ授業 大橋浩二・板倉寛・西尾俊哉
（愛工大名電高校・名古屋高校・愛知淑徳高校） 大

129 国語・文学
恐らくサマセミの最長寿講座。教室にギターとバイオリンとマイクを持ち込み、ライブハウスさながらで授業をします。今年のテーマは「今だから
伝えたい愛の歌」。果たして今年はどんな歌が飛び出すか。
●定員：なし【連続】15日３・４限

H115 沖縄・辺野古に新しい基地は必要ですか？！ 阪井 満
（沖縄・辺野古在住） 高

133 平和
ジュゴンが住み、貴重な自然が残る、沖縄の名護市辺野古。その海を埋め立てて、新しい在日米軍基地が作られようとしています。本当に新地は必要なの？なぜ、沖縄だけに基地が集中しているの？一緒に考えましょう。
●定員：なし（先着順）●申込先：052‐731‐7517 ●申込連絡先：080‐3627‐5767 ●申込先E‐mail:mihagidaiti@mud.biglobe.nejp ●関連ページ：http://www.jca.apc.org／�husen/index.htm【単
発】15日４限

H116 手打ちうどんにチャレンジ 尾張たけぞう
（さわやか南うどんサークル） 本

151 料理・手芸
今年もやってきました。「うどんサークル」です。南区から来ています。おいしい手打ちうどんを皆で作ろう！講座は２時間連続です。１限のみはダメよ。「調理実習室」で実施します。お早めにお申し込み下さい。
●定員：20名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：三角巾，エプロン，手ぬぐい ●申込先：桑原武（尾張たけぞう）●申込連絡先：090‐6591‐5874 ●申込先E‐mail:owaritakezo@yahoo.co.jp
●関連ページ：bttp://blog.livedoor.jp/owaritakezo／【連続】15日３・４限

H117 スピリチュアル・プチ体験しませんか？ メイヤー洋枝 他７名 高
158 その他
アロマカウンセリング・各種カードリーディング・ペンデュラム・九星気学・整膚・過去性ヒーリング等、プロ・セミプロが対応。自主体験コーナーも
あり、１コインで３つ体験できます。
●定員：なし ●費用：500円 ●申込連絡先：090‐3930‐7456【連続】15日２～４限

H118 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

H119 韓流、K‐POP、ハングル、韓国旅行 キム ジョンイル
（韓国料理 プサン（店長）） 高

169 その他

韓ドラ、K‐POP、韓国旅行など、韓国についてきょうみあることをみんなで楽しく交流しましょう。簡単なハングル会話もやります。
●定員：なし【単発】15日３・４限

H120 不思議なペーパークラフトを作ろう！（�） 豊玉 教雄 大
195 趣味
不思議なペーパークラフトを作ろう！（�）のバージョンアップ版。回転する立体に挑戦しよう。
●定員：15名 ●費用：０円 ●持ち物：はさみ、のり、セロテープ、接着剤、名刺サイズの雑誌等の切り抜き10枚程度 ●申込連絡先：052‐
782‐7857 ●申込先E‐mail:NBK06703@nifty.com【単発】15日４限

H121 椙大生のぬりえ 椙大生 高
217 料理・手芸

小さい子はもちろん、中高生も大歓迎＼（＾o＾）／みんなで楽しくぬりえをしましょう！！
●定員：25名 ●費用：なし ●持ち物：色えんぴつ【単発】15日４限

H122 「赤ちゃんの駅」って なあに？ 中谷 風吹
(MaChild（マチルド）） 大

223 教育・子育
「赤ちゃんの駅」をご存知ですか？東京都板橋区発祥の、“乳幼児を連れた方は誰でも”授乳やおむつ替えができる施設のこと。名古屋市内
では今春スタートしました。たくさんたくさん、街に優しさがあふれますよう。
●定員：なし ●関連ページ：http://www.mapily.com／【連続】15日１～４限

H123 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

H124 あみあみリボンストラップ 加藤良江
（中ブロック） 高

256 料理・手芸
２本のリボンを編んで、かわいいストラップを作ります。リボンは２色を好きな色から選べます。今回は編み方も二通り教えます。自由に選択してく
ださい。
●定員：なし ●費用：300円【単発】15日４限

H125 キーホルダー、小物の革手作りにチャレンジ 野田 くるみ 高
263 料理・手芸
革は使えば使うほど、手に馴染んできます。キーホルダー、小銭入れ（アクセサリー入れにしてもOK)から一品ですが、自分の好みの革を選ん
でいただけます。ご一緒に革手作りを楽しみましょう。
●定員：12名 ●費用：600 ●持ち物：あればゴム板、布切りばさみ【連続】15日３・４限

H126 ハングルとは？ 成野 崇四郎 大
274 英語・国際

ハングルの仕組みと独特な発音を日本語と比較しながら楽しく学びましょう。
●定員：なし ●費用：100【単発】15日４限

H127 学習に役立つ５W１H記憶術 高見 忠
（脳活性化クラブ） 高

315 国語・文学
人間の記憶は５W１Hの中のおもに場所、人、物を意識すれば簡単に定着できます。文章を覚えるのにこれらのイメージを頭に描くことによって速く正確に
覚えられます。主要五科目別に学習方法を学べます。
●定員：30名（先着順）●費用：500円（資料代）●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www.bekkoame.ne.jp／�takachu／【単発】15日４限

H128 素敵な広告は、感動デートを企画する力から 山田 松孝 高
321 ～なるには
日ごろ目にしている「広告」。インターネットの普及によって広告業界は大きく変化しています。事例を交えながら最新の広告手法をご紹介しま
す。広告業界やマスコミ、印刷、インターネット業界に興味のある方必見！
●定員：なし【単発】15日４限

H129 子どもの貧困 橋口 大知
（アンビシャス・ネットワーク） 大

340 教育・子育
大学生がおこなう無料で勉強を教える学習ボランティアの活動報告。学生団体アンビシャス・ネットワークは、ひとり親家庭、児童扶養手当受
給世帯の子どもを対象に学習支援活動をおこなっています。
●定員：なし【単発】15日４限

H130 折り紙を折ろう～折り紙の豆知識～ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
342 趣味

なぜ折り紙が正方形なのか？といった疑問を解決しながらみんなで折り紙を折りましょう！！
●定員：なし【単発】15日４限

H131 物語の真実 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
343 国語・文学

物語のアルコト、ナイコト、おもしろ裏話などをユニークに説明していきます！！
●定員：なし【単発】15日４限

H132 学校の宗教文化の違いについて 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
360 文化・芸能

学校ごとの宗教を比較して違いを見てみよう！キリスト教の中の違い、仏教の中の違いなどを比較します。
●定員：なし【単発】15日４限

H133 爽快！和太鼓を曲にあわせて叩こう！ 同朋 和わ輪太鼓 高
411 音楽・踊り
音を出す楽しさ、おなかに響く太鼓の音を全身で感じることができます。流派にのっとった和太鼓ではなく、楽しく太鼓をたたけます。何かをやってみるきっかけになる楽しい太鼓講座です。
●定員：20名 ●費用：０●持ち物：飲料・タオル ●申込先：シーズウェブ（株）内 前田之恵 ●申込連絡先：052‐483‐6366 ●申込先E‐mail:doho‐wawawa@seasweb.jp【連
続】15日３・４限

H134 樹脂粘土で作る夏模様 河合みどり
（アトリエSUZU) 高

420 料理・手芸
“夏を形にしてみましょう” 樹脂粘土や自然素材、手芸材料、装飾材料など、いろいろなものを使い雑貨やアクセサリーに変身させてみませ
んか。身近にHandmadeを取り入れてみましょう。
●定員：40名（先着順）●費用：500円より ●持ち物：エプロン（汚れてもよいもの）【連続】15日３・４限

H135 将棋道場�～� 木村建斗
（東海中学・高校） 大

427 趣味

東海中学・高校の将棋部の生徒を含めて将棋大会を行います。先着16名でトーナメントを行います。賞品もあります。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

H136 『味』を科学する 理科教科懇
（理科教科懇） 高

428 理科・実験
理科教科懇おなじみの○○を科学するシリーズ。今年の夏は『味』です。大人になると味が感じにくくなる？うま味の正体とは？味が変わる謎の
フルーツ？などなど、味について不思議に思っていることを調べてみました。
●定員：なし【単発】15日４限

H137 ハノイの塔を使って遊んでみよう 菅原周平
（黄柳野高校） 高

432 数学・算数
昔からある「ハノイの塔」というパズルゲームを使って高校数学の数列や指数・対数の世界をのぞいてみませんか。パズル好きのみなさん
待っていますよ(>_<)
●定員：なし【単発】15日４限

H138 健全なお付き合いってなんだろう？ 安城学園３年代表者会
（安城学園高等学校） 高

447 総合学習
高校生活に恋愛はなくてはならないもの。でも、あなたはキチンとしたお付き合いができていますか？大人の人たちが言う、「健全なお付き合
い」ってなんだろう？みんなで話し合いましょう！
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日４限

H139 EMPIRE OF SHOGI 長尾 和真
（南山男子部 中・高将棋部） 高

449 趣味

南山男子部の中学生と高校生が将棋を教えてくれます。とても楽しいので是非来てください。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限

19記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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H140 ストレスとのつきあい方 丸山 悟
（日本産業カウンセラー） 高

454 保体・健康
今はストレス社会と言われていますが、人によってストレスの感じ方は違います。この講座では、ストレスとどのようにつきあったらいいか、そのヒ
ントをお伝えします。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】15日４限

H141 洋楽を歌って、英文法を学ぼう！ 梶田孝彦
（菊華高等学校） 高

459 英語・国際
タイトル通り、洋楽を楽しく歌って、英文法を学んじゃいましょう！どんな曲を使うかは参加してからのお楽しみ。講座の最後には面白くて役に立
つインターネットサイトを紹介します！
●定員：なし（先着順）【単発】15日４限

H142 「意識改革！」医学部合格のために メディカルラボ名古屋校校舎長 可児 良友
（医系専門予備校 メディカルラボ） 高

460 ～なるには
医学部入試の最新情報、医学部合格のための戦略と学習法、医学部受験生をお持ちの保護者の役割などについて講演します。講師の著
書『医学部合格の鉄則メソッド』時事通信社刊(1,575円）も進呈します。
●定員：なし ●申込連絡先：0120‐456‐837【単発】15日４限

H143 たのしくお琴を弾きましょう 佐藤 友相
（名東区芸術文化フォーラム） 高

465 音楽・踊り
お琴の簡単な歴史やお琴の名称などをお話し致します。お琴の弾き方を分かりやすく説明致します。「さくら」を楽しく弾いてみましょう。最後に、
講師による演奏で「祥の朝」をお聴きください。
●定員：なし【単発】15日４限

H144 プリザーブドフラワー（フラワーアレンジ） 奥野 靖子
（国際フラワーアレンジメント協会(IFA)) 高

469 趣味
プリザーブドフラワーとは生花に特殊加工を施し、新鮮な色合いやみずみずしさを長期間保つことができるフランス生まれの枯れないお花です。可愛らしくお花をアレンジ
してみませんか？
●定員：20名 ●費用：1,200円 ●持ち物：はさみ、ピンセット（お持ちの方は）、持ち帰り袋 ●申込先：奥野靖子 ●申込連絡先：090‐8156‐6654【単発】15日４限

H145 映画スターが英会話の先生iPen体験教室 鈴木誠
（スクリーンプレイ） 高

518 英語・国際
名作映画セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が、最近テレビでよく見かける本から音声が聞こえる音声ペンの技術を導入しました。
書籍から映画スターの声が聞こえるiPenの体験教室を開きま～～～～す。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：特になし ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】15日１～４限

H146 編んで作るアクセサリー 前田佳子
（東海中学・高校） 高

522 料理・手芸
糸にパールやビーズを通して編む、それだけで様 な々ニュアンスが表せます。ネックレスやチャームなどお好みのキットで作ってみましょう。かぎ針編みができる方なら大丈夫！材料費¥800～¥1500
●定員：15名 ●費用：材料費¥800～1500 ●持ち物：ビーズ通し針 ●申込先：前田佳子 ●申込連絡先：090‐8546‐7792 ●申込先E‐mail:maeda505y@softbank.ne.jp【単発】
15日３・４限

H147 就職ってなに？ 若者と語ろう！ 聖泉H.S.J企画
（聖泉大学） 高

533 人生
聖泉大学の学生による特別サミット就職、夢、希望について語りませんか？若者の今、そして社会・・・
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：なし ●申込連絡先：0749437517 ●申込先E‐mail:u20116068@seisen.ac.jp ●関連ペー
ジ：http://seisen‐clc‐seminar.jimdo.com／【単発】15日４限

H148 授業で目を覚ますには？ 聖霊高フェス実行委員会
（聖霊） 高

545 その他

授業中、とても眠くなることはありませんか？そんなとき、どのように目を覚ませば良いか、教えます！
●定員：なし【単発】15日４限

H149 徹博士の「地震はなぜ起こるの？」IX 竹内 徹
（安城学園高等学校） 高

555 理科・実験
大きな被害をもらたした東北大震災。他人事ではなく、ここ東海地方でも同規模な大きな地震が起こります。どうして地震が起こるのか、そして
いつ起きるのか。分かりやすく説明します。１限の基本編だけでも受講可能。
●定員：なし【連続】15日３・４限

H150 福島の生徒達の今、学校現場からの報告 福島の現役高校教師・家庭科教科懇・OB
（家庭科教科懇・OB) 大

575 その他
3.11何も知らされずいつものように普通の学校生活を送らされていた。その時すでに校庭には放射能が充満していた。知らされなかったこと
が10年20年後この子達に苦難を背負わせる。今何をすべきか共に考えたい
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日１～４限

H151 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

580 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】15日１～４限

H152 ホラー映画を見よう！ 内田恵美
（同朋高等学校） 大

583 趣味

”てけてけ”という化け物を知っていますか？暑い夏こそホラー映画を見て涼みませんか？
●定員：なし【連続】15日３・４限

H153 聞いてビックリ！あなたの知らない中国 松田陽子
（三重大学） 大

595 文化・芸能
「中国のポテトチップスにはキュウリ味がある」「万里の長城に冬登る＝死ぬ気で挑め」中国からの留学生とともに、簡単な中国語から旅行で
役立つ豆知識、中国の面白文化・神秘的文化まで楽しくお話します！
●定員：なし【単発】15日４限

H154 核反応 坪井 翔紀
（愛工大名電科学部） 高

607 理科・実験

核反応とはどんな反応なのか。また核反応は私たちにどのような影響を及ぼしているのかを考えてみましょう。
●定員：なし【単発】15日４限

H155 口下手営業マンが今思うこと 林 一彦 高
622 人生
東日本大震災で学んだこと、大切な宝物を見つめなおし、今私たちにできることをお伝えします。岩手県大極町と釜石市で感じたこともお話
します。今回の支援では、お盆祭り用での「うちわ」を集めています。
●定員：なし ●持ち物：ハンカチ、うちわ（支援用）【連続】14日３・４限、15日３・４限

H156 秘密保全法とマイナンバー法とは？ 伊藤勤也弁護士・勝田浩司弁護士
（秘密保全法に反対する愛知の会） 高

640 社会・歴史
いま国会に上程されている「マイナンバー法」、次期国会に上程されるのではないかと言われている「秘密保全法」。 国民生活に大きく関わる法なのに、その中身は国民に知られていません。私たちの生活は？
●定員：40名（先着順）●費用：参加費は無料です ●持ち物：筆記具 ●申込先：「住基ネット反対運動を進める会・東海」申込不要・自由参加 ●申込連絡先：052‐759‐4980 ●申込先E‐mail:st‐hys@re.
commufa.jp ●関連ページ：http://nohimityu.exbiog.jp／【単発】15日１限、15日４限

H157 朝鮮伝統芸能公演 チョン先生
（愛知朝鮮中高級学校） 大

660 音楽・踊り

豊明にある愛知朝鮮中高級学校の舞踊、コーラス、サムルノリをお見せします。皆さんと一緒に楽しめたら幸いです。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし【単発】15日４限

H158 コーチングでコミュニケーション力をUP! 伊藤大介 大
668 その他
コミュニケーションで大切な「傾聴」（聴く）を中心に行ないます。人の話をただ聞くのではなく、注意を払って丁寧に耳を傾けることで、相手への
理解を深めるとともに、互いに信頼関係を深めることがねらいです。
●定員：12名【単発】14日４限、15日４限、16日４限

H159 椙山生とギターを弾こう（入門編） 椙山学内フェス
（椙山女学園） 大

672 音楽・踊り

クラシックギターです。「星に願いを」を椙山生と練習してマスターしましょう！
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：ギターがあればもって来てください【単発】15日４限

H161 ママは家庭の太陽です andante いとうまゆみ 高
698 人生
お母さんの言動が変化すると、お子さんもお父さんもどんどん変化していきます。実例をご紹介しながら、お母さんにおススメのあれこれをお伝えします。もちろん、お父さ
んも歓迎です＾＾
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先E‐mail:itoma@andante12.com ●関連ページ：http://andante12.com／【単発】15日４限

H162 紙で作る立体 その２（多面体編） 西田有佑
（東海学園高校） 高

704 数学・算数

折り紙などを使って、立体を作って立体を知る講座その２この講座では多面体を作ります。
●定員：25名（先着順）●申込先E‐mail:yusuke_gmsr３＠yahoo.co.jp【単発】15日４限

H163 たかくらんらん♪韓国おやつ講座 大沢 有香、平野 朋子
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

708 料理・手芸
韓国で人気のおやつ「ホットック」を作ります。混ぜて、丸めて、焼くだけ！簡単なので男女問わず参加してください。できたてのホットックを韓国の
伝統茶「五味子茶」と一緒に味わい、韓国の味を体験しましょう！
●定員：なし ●持ち物：エプロン、タオル【単発】15日４限

H164 脱原発ポスター展 ＋お気に入り投票♪ 内田由紀子
（原発に不安を感じるママの会） 高

711 自然・環境
「自然エネルギーへの転換を」「子どもたちを被曝から守りましょう」、、、ネット上の【脱原発ポスター展】に全国から寄せられた、“喜怒哀楽”心
動かされるポスターを、キラリと光る☆ラミネートにして展示します
●定員：なし ●関連ページ：http://www.geocities.jp/mama_huan／【展示】15日２～４限

H165 脳を活性させる読書術 村上 晃一
(NPO法人 読書普及協会） 高

736 教育・子育
楽しくカンタンかつ速く本を読む方法をお伝えします。「飛ばし読み」「斜め読み」はもちろん「映像として捉える」こともしない新しい速読法、名
付けて「楽読」です。
●定員：20名（先着順）●費用：無料【単発】15日４限

H166 誰でも出来るかんたん楽しいラフティヨガ やさしいヨガサークル有賀淳子
（中部大学第一高校） 高

745 保体・健康

難しいポーズなどはなく、年齢や性別に関係なく誰でもすぐ出来る「ラフティヨガ」。笑って体内や心を浄化し、ストレスを解消しましょう。
●定員：なし【単発】15日４限

H167 ふんわり可愛い羊毛フェルト♪ Feutre‐Mille mille 高
747 料理・手芸
昨年も人気の羊毛フェルト講習会です。ちくちくするだけで簡単に可愛いマスコットに大変身♪ニードルはお持ち帰り頂けますのでお家でもぜ
ひ可愛いマスコットを作ってみてください♪詳細はブログでご覧下さい。
●定員：10名（先着順）●費用：600円 ●持ち物：無し ●関連ページ：http://ameblo.jp/feutre‐mille／【単発】15日２～４限

H168 簡単にできる！ミサンガづくり 佐々木亜矢
（愛知大、チャイナル！日本） 高

756 芸術・工芸
願いを叶えると言われているミサンガ。簡単な作り方なので、誰でもできます。一緒に作ってみませんか？希望者には中国的なワザも教えちゃい
ます。定員10名なので早めに連絡を。自分だけのミサンガを作りましょう！
●定員：10名（先着順）●費用：300円 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】15日３・４限

H169 中国人との付き合い方＜恋愛編＞ チャイナル！日本 高
759 人生
漫画「中国嫁日記」は最近売れていますが、実際どうなの？日本男子と中国女子は付き合えるのか？中国男子は何を思う？親も学校の先生も
教えてくれない国際恋愛の一部分、実例を取り上げながら、楽しくお伝えします。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】15日４限

H170 建築士ってどんな仕事なの？ 新建築家技術者集団 会員
（新建築家技術者集団 愛知支部） 高

782 科学・技術
建築士になりたい人、建築士がどんな仕事をしているか知りたい人、建築士にまちづくりや家づくりで相談したい人、そんな方々ぜひ来てください。建築に携わっている専門家が「サロン」を開いています。
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：特になし ●申込先：福田啓次 ●申込連絡先：052‐719‐6790 ●申込先E‐mail:juseikatu@gmail.com ●関連ページ：http://www.geocities.jp/
sinken_aichi【連続】15日１～４限

H171 和菓子を作ろう NPOアレルギーネットワーク
(NPOアレルギーネットワーク） 高

786 料理・手芸
乳、卵を使わないヘルシーな夏の和菓子を老舗和菓子屋さんの和菓子職人さんに教えて頂きます。
●定員：25名 ●費用：材料費500円 ●持ち物：エプロン・布巾 ●申込先：NPOアレルギーネットワーク FAXかメールで ●申込連絡先：
052‐711‐6907 ●申込先E‐mail:fnoriyan@ybb.ne.jp【連続】15日４限

H172 音楽はどうやって流通するの？ Karma Nature
(Art Publication) 高

802 音楽・踊り

CDや音楽配信の流通方法や、実数を使って、どれくらい売れると、どれくらいの金額になるのか、解説します。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http:/art‐publication.toypark.in／【連続】15日３・４限

H173 異世代交流ダイアログ～自分の活かし方とは 上井靖
（日本ファシリテーション協会中部支部） 大

810 その他
高校生、大学生、社会人の経験、異世代でつながり見える自分の活かし方！小さなミスとプチハッピー、イケてた瞬間、悔しくて泣けた、挑戦し
てやったー等語り合い、新しい自分にスイッチONする体験してみませんか
●定員：なし【連続】15日３・４限

H174 弥富高校三者フォーラム公開討論会 弥富三者F実行委員会
（弥富高校） 高

819 その他
弥富高校の生徒・父母・教師が集って討論する三者フォーラム。サマーセミナーでは公開する場として毎年恒例で行っています。昨年は「学
園祭を盛り上げるには～」というテーマで話し合いを行いましたが、今年は・・・
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：特にいりません ●申込先：なし【単発】15日４限

H175 初心者のためのディベート講座 吉田あけみ
（椙山女学園大学人間関係学部） 大

840 総合学習
聴く力、話す力、考える力、書きとる力を身につけるためにディベートを体験しましょう。ディベートは難しいと思っている人もいるかもしれませんが、おもしろい知的なゲームです。皆でディベートを楽しみましょう。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：下記E‐mail宛に、次の内容を記載の上、７月12日（木）までにお申し込み下さい。件名「ディベート初心者講座」、内容：�氏名（参加者全員）、�所属 ●申込先E
‐mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ：http://www.kinjo‐u.ac.jp/futasugi／【連続】15日３・４限

H176 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

859 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

H177 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

865 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

H178 動物ことわざを日英で比較してみよう！ 瀧正範
（同朋高校） 大

873 英語・国際
動物を扱うことわざは日本語にも英語にもあります。「犬も歩けば棒にあたる」＝「A walking dog hits a stick．」？動物に対するイメージが違
えば表現も変わります。比較して楽しもう！
●定員：20名 ●持ち物：筆記用具とできれば英和辞典【単発】15日４限

H179 通信制高校の取り組みと生徒の姿 中山 幸子
(KTC中央高等学院） 高

875 教育・子育
不登校、高校中退、転校を経験してくる生徒を多く受け入れている学校。そこでの生徒の心に寄り添う取り組みや関わり方を紹介します。親の
思い、子の気持ち、先生の願いをそれぞれの立場から考えてみませんか？
●定員：なし ●関連ページ：http://www.ktc.school.com【単発】15日４限

H180 空手道入門 レッツ・エンジョイ『カラテ』 東邦高校 空手道部
（東邦高校） 高

879 保体・健康
インターハイにも出場する（今年も出ます）東邦空手道部と空手をして見ませんか？型を中心に誰でもできる空手をやります。小・中・高生、大
人、どなたでも参加可能です。皆さん、空手を楽しみましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる服装【連続】15日３・４限

H181 パンフラワー 坂野 絹江
（東邦高校） 高

881 趣味
パンネンドで簡単に作れるお花を、タオルハンガーや壁掛けに貼り付けて飾りませんか？今回は道具を使わずに作る方法を皆さんにお教えし
ます。是非一度、挑戦してみて下さい。楽しいですよ！！
●定員：なし ●費用：500円位 ●持ち物：なし【連続】15日２～４限

H182 布ぞうりを作りましょう！！ 久木田 民子 高
887 趣味
使わなくなった浴衣やシーツの布を使って「布ぞうり」を作りましょう。これからの季節、素足ではけば、気持ち良く、足裏のツボを刺激して体にも
良いですよ！ 楽しく編んで、快適な夏を過ごしましょう。
●定員：なし ●費用：500円 ●持ち物：定規 ●申込先：久木田 民子 ●申込連絡先：052‐623‐4503【単発】15日１～４限

H183 パネル展示「戦争と女性の人権」国際展 旧日本軍による性的被害女性を支える会
（旧日本軍による性的被害女性を支える会） 高

899 平和
日本軍「慰安婦」問題だけでなく、ドイツ強制収容所・コンゴ内戦・ベトナム戦争などにおける女性の被害とその克服過程など、戦時下におけ
る女性の被害を展示します。
●定員：なし【展示】14日１～４限、15日１～４限

H184 デュエマやろうZE! 河田健登、川瀬雅揮
（名経大高蔵） 大

917 その他

皆さんデュエマなう！！デュエマを一緒にやって交流を深めましょう！！人数によってはリーグ戦も・・・？
●定員：なし【連続】15日４限

H185 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

H186 アイスクリームを作ろう 至学館高校商業科女子 高
934 理科・実験

冷蔵庫を使わずにアイスクリームを作ります。
●定員：なし ●持ち物：軍手【連続】15日１～４限

H187 福祉大付属高校生徒会ゆりのきフォーラム 日本福祉大学付属高校生徒会 大
945 特別活動
生徒、父母、教員、地域市民の四者で現代社会の問題や学校について討論を行います。秋に行う「文化祭」について活発な話し合いができ
れば、と考えています。
●定員：なし【単発】15日４限

H188 帰ってきたウルトラマンの苦悩 蒲 重光
（黄柳野高等学校） 高

968 その他
ウルトラシリーズ最高傑作「帰ってきたウルトラマン」には当時の日本が抱える問題を反映させたエピソードが満載です。単なる娯楽ヒーローも
のではないこの番組を観て社会問題について考えます。
●定員：20名【単発】15日４限

H189 青春☆ラブラトリーム 山本一期
（南山高校男子部） 高

969 人生

なごや１の路上ぱふぉーまーとモイモイ族族長、哺乳類最強コンビによる青春ラブな講座です。気軽にはいってクレ～プ！！！！！
●定員：なし【単発】15日４限

H190 夢見る少女な女たち 劇団☆厨二病 高
971 文化・芸能

ちょっと痛 し々い「厨二病」な女子たちが劇をします！暇つぶしがてらにどうぞ（笑）
●定員：なし ●持ち物：広い心と暖かい目線【単発】15日４限

H191 ONE PIECE知識人決定戦！！ 溝野上の一味
（愛知淑徳高校） 高

986 趣味

ONEPIECEを愛するそこのあなた！自分，もしくは自分達の知識を試してみませんか？団体・個人は問いません。必要なのはあなたの愛だけ！！
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：ONEPIECEへの愛と知識。最低、愛だけでも可。●申込先：なし【単発】15日４限

H192 空からお金が降ってくる？！ 名大法学部後ゼミ 大
1004 社会・歴史
私たちが大量の税金をつぎ込んでいる年金や生活保護は、不平等・持続不可能といった、深刻な問題を抱えている。全ての人に「自由」を
与える次世代の社会保障とは？名大生と学ぶ、目からウロコの80分間。
●定員：なし ●持ち物：特になし【単発】15日３・４限

H193 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1017 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】15日１～４限

H194 高校生議会 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
1036 特別活動
愛知県下の私立・公立を問わず全ての高校生（中学生も歓迎）の代表が集まります。世の中のこと、社会のこと、学校のことを真剣にみんなで
話し合います。どなたでも参加できます。
●定員：なし【単発】15日４限

WH01 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WH02 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限
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WH03 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WH04 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WH05 浜名湖ぐるっとチャリンコ旅50km 菅沼 章
（享栄高校） フ

107 旅行
浜松を起点として浜名湖をぐるっと回ります。絶品うなぎの店でランチ、近くに温泉もあります。奥浜名湖をさらに廻って新所原ゴール。JRを使った輪行ですので、輪行袋など必要です。
●定員：５名（先着順）●費用：JR3340＋昼食代など ●持ち物：輪行できる用具、雨具など ●申込先：菅沼 章 ●申込連絡先：080‐5105‐1894 ●申込先E‐mail:a1230@
ma.ccnw.ne.jp ●集合場所：JR金山駅改札口前 ●集合時間：07:00【連続】15日１～４限

WH06 草木染めを体験しましょう 畔野友紀
（東邦高校） フ

127 趣味
自然の草木から染料を煮出して、染めてみましょう。同じ植物でも、媒染を変えると違う色に変化します。身近な植物の不思議な力に触れてみましょう。
●定員：６名 ●費用：材料費300～500円程度 ●持ち物：エプロン、タオル、昼食 ●申込先：東邦高校 畔野友紀 ●申込連絡先：052‐779‐
4669 ●集合場所：地下鉄東山線上社駅 ●集合時間：09:30【連続】15日１～４限

WH07 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WH08 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WH09 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WH10 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

I001 大正ロマン薫る市政資料館を訪ねる 名古屋市市政資料館
（名古屋市役所） フ

792 社会・歴史
赤レンガの荘重で華やかな外観や、大理石造りの中央階段室、ステンドグラスなどが見どころ。現存する日本最古の控訴院建築は一見の価値あり。「文化のみち」の一角にある名古屋の貴重な文化遺産をぜひご堪能ください
●定員：18名 ●申込先：名古屋市市政資料館 井戸千鶴 ●申込連絡先：052‐953‐0051 ●申込先E‐mail:a9530051‐01@somu.city.nagoya.lg.jp ●関連ページ：http://www.city.nagoya.jp／ ●集合場所：名
古屋市市政資料館 ●集合時間：09:30【単発】16日１限

I002 オリジナルカードを作ろう 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

103 趣味

普段ふれあうことの少ないマーブリングという技法にふれあって、自分だけのオリジナルカードを作ろう
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：なし【連続】16日１・２限

I003 獣医師になるには 加藤英樹
（岩倉動物病院院長） 高

111 ～なるには
講師がどうして獣医師になったのか。獣医師になるにはどんな苦労があったのか、獣医師の仕事の苦労と喜びを中心に「命とは」「生きるとは」
ということも含めてお話します。
●定員：なし【単発】16日１限

I004 飢餓とWFPの取り組み 国連WFP協会なごや 高
119 平和

飢餓の現状とWFPの世界での活動を映像でお伝えします。
●定員：なし【単発】16日１限

I005 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

I006 北欧スウェーデンに学ぶ「イイ男」って？ 神谷ビョーク麻由
(WADN実行委員会） 高

163 人生
あなたの「イイ男」の定義とは？性に関しては？オープンな性教育で知られるスウェーデンを参考に日本や自分のまわりで生かせることは？老若男女一緒に考えるワークショップです。
●定員：20名 ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込連絡先：090‐6049‐7291 ●申込先E‐mail:majulius.jp@gmail.com ●関連ページ：www.dc128.blogspot.jp【単
発】16日１限

I007 僕のテーピングを君に捧ぐ 葛原憲治
（愛知東邦大学） 大

356 保体・健康
最も身近な怪我「足首の捻挫」をテーマとし、捻挫のメカニズムや応急処置法を理解し、予防のためのテーピングを実技を通して勉強します。
テーピングの極意を教えます！アシスタント磯村亮太 愛知東邦大ATTO３年
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限、16日３限

I008 美を求めるアスリートのための食事 山本和恵
（ベストコンディション管理栄養士） 大

748 総合学習
スポーツ選手は胃袋を鍛えることも大切ですが、目的、体調、環境などによって食べる内容も変わってきます。特に美を追求した競技は、「食べ
たいが食べると太ってしまう…」そんな悩みも含め食事のコツを紹介します。
●定員：なし【単発】16日１限

I009 自転車・歩行者シミュレータを体験しよう！ 名古屋市市民経済局地域安全推進課
（名古屋市） 高

763 地域・祭り
自転車に乗る時、横断歩道を渡る時、正しい交通ルールを知っていますか？交通ルールを身につけることは自分の身を守ることにつながりま
す。シミュレータを体験して正しい交通ルールを確認してみませんか。
●定員：なし【単発】16日１限

I010 統計でみる名古屋市の実態 名古屋市総務局統計課
（名古屋市役所） 高

778 社会・歴史
あなたは名古屋市についてどの程度知っていますか？思い込みや漠然としたイメージではなく、客観的な統計データを様 な々角度から分析
し、進行する高齢化や単身世帯の増加など名古屋の実態を解き明かします！
●定員：なし ●関連ページ：http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/65‐５‐０‐０‐０‐０‐０‐０‐０‐０．html【単発】16日１限

I011 現代の辻説法師、国際政治・世相を斬る！ 真田幸光
（愛知淑徳大学ビジネス学部学部長） 高

957 社会・歴史
戦国武将の真田家の末裔、国際金融の専門家であり、TV・講演のコメンテーターとして活躍中の現代の「辻説法師」が、混沌する世界情勢
のなかで、日本はどのように生き抜くべきか、迫力ある語りで迫ります。
●定員：なし【単発】16日１限

I101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

I102 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

I103 手相家 桂（けい）が手相の見方を教えます ちくたく工房カルチャールーム 手相家「桂」
（ちくたく工房カルチャールーム） 大

45 趣味
手相家・桂が簡単な手相の見方を教えます。お友達、家族、そして自分の手に刻まれた意味を、一緒に読み解いてみませんか？ 手相は本
来、コミュニケーションの道具です。皆様、お気軽にご参加くださいませ。
●定員：なし ●関連ページ：http://www.channeller‐keiko.jp/kei.html【単発】16日１限

I104 お好きなものにデコレート＆マカロンリース 愛知淑徳父母懇
（愛知淑徳父母懇） 高

84 趣味
手鏡や小物入れなどをお花やリボンなどでデコレートして自分だけの素敵な作品を作りませんか？リボンを波縫いして簡単かわいいマカロン
リースの講座も同時に開催♪ ぜひ乙女な気分を味わってください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】16日１～４限

I105 手相で観る 君の進む道（手相de進路） 南部好昭 高
95 ～なるには
手相にはその人の性格や特性が現れます。セルフリーディングの技術を覚えて君の進路に役立てよう。（学生と保護者の為の手相de進路相談）
●定員：40名 ●費用：500円 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：gengo14@yahoo.co.jp ●申込連絡先：090‐3554‐0041 ●申込先E‐
mail:gengo14@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://profile.ameba.jp/butch10／【単発】16日１限

I106 パソコンによるオーラ測定 大崎 学
（有限会社オオサキ） 高

143 その他
オーラとは？人・動物・植物に至る生命エネルギーの一種です。オーラを知ることにより、現在のあなたのエネルギーの強さ・思考及び行動パ
ターン・精神状態などを知ることができます。
●定員：なし ●費用：500円【単発】16日１～４限

I107 身体づくりは、心づくり！“元気健康講座” 岩田淳
（日本空手道常心門、サムライ絆塾） 高

154 保体・健康
身体のバランスが崩れると、心もウツになります。身体と心はひとつです。心身を癒し、パワーを回復する健創胎術、ストレッチ、整体、気功と何
でもありの“元気健康講座”気楽に参加ください。
●定員：なし ●持ち物：飲料水、タオル【単発】16日１限

I108 タバコと縁のない明るい人生を送ろう 前山邦雄
（タバコと健康を考える愛知の会） 高

155 保体・健康
タバコを吸うかどうかによってあなたの人生は決まります。たった一度のかけがえのない人生をタバコと縁のない健康で明るい生活を送ろうで
はありませんか。
●定員：なし【単発】16日１限

I109 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

I110 講座「こままわし」と講座「サモアダンス」 河村実、深尾絹代
（享栄高等学校） 高

165 音楽・踊り
大人から子どもまで楽しくこまをまわして遊んでみませんか。まわしたことがない人もまわせるようになります。そして、そのあとサモア（ハワイ）ダン
スを楽しみませんか。
●定員：なし【連続】16日１～４限

I111 ヤマケンの麻雀講座 山田賢嗣 大
228 趣味
毎年恒例の麻雀講座です。若い女性やプロ雀士が増えている近年、貴方も麻雀を覚えてみませんか？全くルールを知らない方でも、１からお
教え致しますので、お気軽に受講ください。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：麻雀牌・麻雀マット（持ってる方のみ）【連続】16日１～３限

I112 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

I113 笑顔工房 なすけん 高
233 その他
昨年の「あそVIVA！」がグレードアップして帰ってくる！今年のテーマは、ズバリ・・・「笑顔」！！何をやるかは、当日のお楽しみ！あなたもこの講座で

「笑顔」をつくりましょう！！
●定員：20名【単発】14日１・２限、16日１・２限

I114 健診データで何がわかるの？ 花田浩之・岩崎佐知子・丸山篤芳
（日本未病システム学会） 高

236 保体・健康
みなさんの健康管理のために，実際に医療機関や学術団体で活躍している臨床検査技師が，臨床検査について解りやすく解説し、皆さん
の様 な々疑問に応えます(１限目に講演，２限目に対話形式の検査相談を予定）．
●定員：なし【連続】16日１・２限

I115 もう戦争はやめませんか 平和の会・守山
（平和の会・守山） 大

238 平和
戦争の悲惨さをパネルや資料で展示します。世界中で多くの人が戦争で傷つき苦しんでいます。人が人を傷つける戦争をなくすことを強くも
とめます。
●定員：なし【展示】16日１～４限

I116 押し花額をつくろう！ 水谷 麻左枝
（名古屋中学・高校） 高

247 趣味
小さな額に小花をあしらって、押し花額を作ります。
●定員：10名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：ハサミ ●申込先：雨宮信 ●申込連絡先：090‐4404‐0498 ●申込先E‐mail:
amemiya@meigaku.ac.jp【連続】16日１・２限

I117 塩こうじ 本物を作ろう 温度と時間が大切 難民に送る缶詰百万個の会 事務
局 本

265 料理・手芸
今大流行の塩こうじ。作り方の紹介の中には本当にできるのか疑問のものも。生物の基本の温度と時間に注意し本物を作ってみようではありませんか。難民缶詰の会が実際に作り販売する現場からの報告と、作る体験です。
●定員：なし（先着順）●費用：300円 ●持ち物：５リットル程度のフタ付きプラスチック容器（いくつかは100円で販売します）、スプーン ●申込先：以下の連絡先にFAXかTEL、またはE‐mailでお願いします。（事前申し込
み可）●申込連絡先：052‐775‐2689 ●申込先E‐mail:umeteru1946@qc.commufa.jp ●関連ページ：http://kanzumenokai.blog117.fc２．com／【連続】16日１・２限

I118 犯罪心理学入門講座 柴田侑秀
（岡崎城西高校） 大

290 人生
最近流行りの犯罪心理学の入門講座です。「犯罪心理学って気になるけど、どんなものかわからない」という人にオススメです。ぜひ参加くだ
さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】16日１・２限

I119 甲冑講座� 橘茂貴 大
295 社会・歴史

甲冑の構造と弱点をさぐります。大鎧、胴丸、腹巻の違いと弱点はどこにあるのか。
●定員：なし【連続】16日１・２限

I120 エースをねらえ！テニスの王○様になろう 安城学園硬式テニブスの乙女たち
（安城学園高等学校） 高

306 保体・健康
あなたもエースをねらってみませんか？初めてラケットを握る人でも、お姉さんたちがやさしく教えます。小中学生やお母さん・お父さん向け。１限は基本練習、２限は簡単なゲームをします。男子高校生不可。
●定員：20名（先着順）●費用：なし ●持ち物：テニスが出来る服装、テニスシューズ（運動靴でも○）、飲み物、タオル、（あれば）テニスラケット ●申込先：安城学園高等学校 竹内徹 ●申込連絡先：
090‐5454‐3946 ●申込先E‐mail:takeuchi.tohru@gmail.com ●関連ページ：http://www.angaku.jp/info/index.php?e=40【連続】16日１・２限

I121 あなたにもできる和太鼓！講座 日本福祉大学付属高校和太鼓部「楽鼓」
（福祉大付） 高

316 文化・芸能
今年もやります！楽鼓の和太鼓講座。全国大会にも出場している楽鼓の高校生達が楽しく和太鼓を指導します。「１度和太鼓をやってみた
かった」「文化祭でクラスでやりたい」等の思いに応えます。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装で【連続】16日１～４限

I122 1990年代のF１グランプリを見る 清木敦史
（日本福祉大学付属高校） 大

318 趣味

1990年代のF１グランプリを１年ごとにまとめたDVDを鑑賞します。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日１限

I123 祭りだ！盛り上げよう！学園祭！！！ 豊川高校学園祭執行部
（豊川高校） 大

323 特別活動

学校最大の行事、学園祭。今年の学園祭も盛り上げたい！成功のためは、何をしたらいいか・・・。そのための講座です。
●定員：なし【単発】16日１限

I124 アフガニスタンに平和を 用水路建設 八木 巌
（ペシャワール会名古屋） 高

335 平和
アフガニスタンに平和をもたらすため、農村の自立のために、用水路建設を続けるペシャワール会と中村哲医師の活動を紹介。それをもとに
平和をつくりだすとはどういうことなのか、国際協力とは何なのかをかんがえなお
●定員：なし（先着順）●費用：無料 ●持ち物：特になし ●申込先E‐mail:peshawarn@yahoo.co.jp【単発】16日１限

I125 自分だけの味をつくっちゃおう！！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
336 料理・手芸
これとこれを混ぜたら、絶対おいしい！行ける！というようなものを探してみませんか？新しい発見があるはず！！いろいろなものを用意してまってま
す。ぜひ来てください。
●定員：なし【単発】16日１限

I126 もし高校生が総理になったら 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
339 その他
高校生の考える社会への想い。高校生が考える高校生的マニフェストで現代社会について考えます！高校生は無力じゃないんだ！僕たちが
未来を創る！
●定員：なし【単発】16日１限

I128 知っておきたい生活の知恵 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
361 福祉・養護
この講座は、生活の上でとても必要なことを実体験を通じて学びます。今回は、突然人が倒れたときに如何に迅速に対応できるのかを共に学
んでいきます。これから様 な々場面で活躍できる講座です。
●定員：30名 ●持ち物：筆記用具、メモ【単発】16日１限

I129 幕末、坂本龍馬について 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 大
363 社会・歴史
歴史で、江戸時代の幕末をメインにして、講座を進めていき、江戸時代の流れを説明していき、人物の関係情景のこともしゃべり、あること・な
いことなどをしゃべります
●定員：なし【単発】16日１限

I130 男子会 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
368 その他
男の子だけでいろいろ語っちゃお！！っていうコーナーです。男の子だから話せること！知らない人とでも、話せる話をみんなでしちゃお！！っていう講
座です。
●定員：なし【単発】16日１限

I131 ジオキャッシングを楽しむ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 大
375 総合学習
街中にたくさん隠れている”キャッシュ”を見つける”ジオキャッシング”というゲーム。現代版宝探しとも言われているこのゲームを根本から解き
明かせば、もっと面白くお宝発見できるかも！？
●定員：なし【連続】16日１・２限

I132 高校生による高校生のための進路相談会！！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 大
380 人生
高校生がなりたい職業は？その職業の良いところは？悪いところは？高校生を対象にアンケートをとり、人気の職業についている人からお話や悩
み相談をします。
●定員：なし【単発】16日１限

I133 日本史センター試験～年代整序問題の解法 田中智明
（名古屋高中校） 大

395 社会・歴史
センター試験で最も難しい問題形式が年代整序問題。2012年日本史Bでは４問11点分が出題された。年代整序問題が正解できれば日本
史90点台が可能に。２コマ連続160分の集中講義で、年代整序問題を攻略！
●定員：なし【連続】16日１・２限

I134 中学からやり直す英語講座 土田豊彦
（名経大市邨高校） 高

404 英語・国際
中学校の頃に戻って英語をやり直せば、何とか今の授業についていけるのでは…と思っている人のための講座です。
●定員：なし ●持ち物：英和辞典、筆記具 ●申込先：名経大市邨高校 ●申込連絡先：052‐721‐0161 ●申込先E‐mail:tsuchihiko@
yahoo.co.jp【単発】16日１限

I135 戦争と平和を考える国語 安城学園高校国語科教員チーム
（安城学園高校） 高

422 国語・文学
誰にでも読めるお話や詩、文章を通して、戦争や平和について考えましょう。こんな作品があったのか、という発見や、戦争中の郵便物など貴
重な資料との出会いもあります。考えさせられ、心にしみる時間です。
●定員：なし【連続】16日１・２限

I136 サルでもわかるExcel講座 入門 藤田 千尋
（東邦高校情報処理部） 高

439 情報・商業
パソコンソフトのExcel講座初級編です。基本からゆっくりとていねいに講師が教えます。サルでもわかる講座になっています。Excelについて学
びたい方をお待ちしております。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日１限
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I137 TEAM‐Mr.Chemiの危ない実験室 水野 光幸
（名古屋大谷高校化学部） 高

489 理科・実験
危険度10の水素爆発から危険度１の指マッチまで、スリル満点・放課後の実験室にお越し下さい。化学の勉強にもなると思います。内容の詳
細は、名古屋大谷高校化学部のURLにアクセスしてください。
●定員：なし ●関連ページ：http://blog.goo.ne.jp/m‐mizuno‐after８／【単発】16日１限

I138 学校について語ろう！ 愛知淑徳学内
（愛知淑徳高校） 高

498 その他
学校が大好きな人。もしかしたらなにか学校に対していろんな思いがある人。いると思います。サマーセミナーという機会で思いっきり学校につ
いて語りましょう。
●定員：なし【単発】16日１限

I139 科学講座２ 「Come Back」 杉浦 秀一
（岡崎学園） 高

504 理科・実験
昨年よりより良いものになり、再登場科学講座にぜひ来てください。夏休みの宿題もすぐに終わる講座なので必ず来て下さい！自由研究なども
手伝いますよ！今世紀最大の実験用意して待ってます！！
●定員：50名 ●費用：50円 ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限

I140 iPhoneで映画完全字幕アプリ体験教室 末広朗詩
（スクリーンプレイ） 高

521 英語・国際
名作映画完全セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が名古屋市内にあることをご存じでしたか？ こんどiPhoneやAndroidなど携帯でダウンロードできるアプリを
開発しました。無料体験できます。
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：iPhoneか、Androidか、アプリ使用可能な携帯電話 ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】16日１～４限

I141 銅管オリジナルプレート作り 田原幸二 高
525 芸術・工芸
銅管を叩いて伸ばして刻印して、自分だけのプレートを作ってみましょう。刻印はアルファベットの大文字と小文字、数字、＆などがあります。使い方はそれぞれの自由。世界に１つの作品作りです！！
●定員：なし（先着順）●費用：銅管プレート制作１個につき500円 ●持ち物：とくにありません。●申込連絡先：08036255097 ●申込先E‐mail:emi_koji_cat@ybb.ne.jp ●関連ページ：
http:matatabiya.com／【単発】16日１限

I142 世界史Bの復習（古代からローマまで） 木全常雄
（岡崎城西高校） 高

536 社会・歴史

講座タイトルどおりです。
●定員：なし【単発】16日１限

I143 東北の野菜でクッキング 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
542 料理・手芸

現在問題となっている風評被害について考え、学び、私たちにできる東北支援の１つとして、東北の食材を使って楽しくクッキングしましょう！
●定員：40名 ●費用：300円 ●持ち物：エプロン、ふきん【単発】16日１限

I144 「飛ぶ教室」（数学補習編�） 聖霊中学・高等学校教員
（聖霊中学・高等学校） 高

577 数学・算数

【数学B 統計とコンピュータ】の基本事項確認～センター試験過去問題演習を行います。（高校２年生以上対象）
●定員：なし【連続】16日１・２限

I145 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

581 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】16日１～４限

I146 一緒にヒップホップを踊ろう 山本 真梨奈 高
587 音楽・踊り

一緒にヒップホップを踊りましょう。
●定員：なし【単発】16日１限

I147 一緒にホットケーキを作ろう 藤吉 真菜 高
589 料理・手芸

一緒にホットケーキにでこりませんか？
●定員：なし【単発】16日１限

I148 Stand up! Vanguard 福田拓也 青木孝文
（同朋高等学校） 大

593 趣味
最近人気の「カードファイト！ヴァンガード」をみんなで楽しもう！大会ではないので、初心者の人も大歓迎！ヴァンガードファイトしようぜ！
●定員：40名（先着順）●持ち物：ヴァンガードのデッキ、イメージ力 ●申込先：福田拓也 ●申込連絡先：080‐5156‐1484 ●申込先E
‐mail:light‐９bird_hato.jp@ezweb.ne.jp【連続】16日１・２限

I149 小説『エミレーの鐘』論：韓国三国時代歴史 森岡 稔
（星城高校） 高

603 国語・文学
インターネット小説『エミレーの鐘』（本間健一郎作）をめぐって、韓国三国時代（百済・高句麗・新羅）の歴史を考えてみたいと思います。ちな
みに本間健一郎とは講師のペンネームです。何だ自己宣伝かよー。
●定員：なし【単発】16日１限

I150 目で見て納得！暮らしの中の電磁波のこと 電磁波測定士 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

605 理科・実験
なんとなく「よくないらしい」と聞くけれど、実は知らない電磁波のこと。それは放射線と同じで見えないから。電磁波の正しい知識を知り、測定器
を使って目と身体で体感する納得型の電磁波セミナーです。
●定員：なし【単発】14日１限、16日１限

I151 重心を探そう 千賀 裕斗
（名経大高蔵高校） 高

619 数学・算数

三角形にはいろんな心があります。その中の一つ重心を探すという講座です。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限

I152 通信制高校ってなに？？ 藤原大悟 高
624 ～なるには
現役の通信制高校の生徒が皆さんに通信制高校を解説します！！通信制高校って聞いたことありますか？？「毎日通わなくても良い」とか「校則
が厳しくなくて自由」とか、いろいろなイメージがあると思います。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限

I153 子どもモノづくり教室！メモスタンドの製作 県立名南工業高等学校 高
636 芸術・工芸
真鍮といわれる金属を加工して、メモスタンドを作ります。真鍮は金色に近く光沢もあり、とても美しい金属で、穴を開けたり、曲げたりして、オリ
ジナルメモスタンドを作ってみませんか。※対象年齢：小４～中２位迄
●定員：なし ●費用：無料【単発】16日１～４限

I154 宿題お助け講座（書道） 名経大高蔵中高書道部
（名経大高蔵中学・高校） 大

639 国語・文学
夏休みの宿題で必ず出される習字。家で書くと部屋が汚れたり、親子ゲンカになりませんか？今回のサマセミで習字の宿題をバッチリ済ませてしましましょう。中高生がやさしく教えます。用具を
必ず持って来て下さい。
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：宿題のお題、書道用具（硯、文珍、大筆、小筆、墨汁、半紙）、下敷き、筆洗用にふたのできる空のペットボトル、新聞紙、雑巾【連続】16日１・２限

I155 ジャグリングで遊ぼう 櫻井大州・服部憲汰・趙建栄・佐藤佳孝
（名経大高蔵高校） 高

647 趣味

楽しいジャグリングを体験してみよう。小さい子も大歓迎！！
●定員：20名（先着順）【連続】16日１・２限

I156 文房具 限界の極め 旗持建
（東海学園高校） 高

666 趣味

使い捨ての文房具、詰め替え可能な文房具、それぞれの文房具の使用する限界を極める講座。
●定員：なし【単発】16日１・２限

I157 ベビーおけいこお試しプチ体験講座 神道・小坂、ほか
(COHAL‐Cafe) 大

667 教育・子育
ベビーサイン、ベビーマッサージ、ベビーヨガ、ベビーダンス、ベビーイングリッシュ、ベビーアート、数 あ々るベビーのおけいこを少しずつ試してみて、自分とベビーに最適なおけいこを見つけてください！
●定員：15名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：jindo@visionary‐life.co.jp ●申込連絡先：090‐7690‐6383 ●申込先E‐mail:jindo@visionary‐life.co.jp ●関連ページ：
http://cohal‐cafe.com【単発】14日１限、15日１限、16日１限

I158 ビデオ『教えられなかった戦争ー沖縄編』 中村東雄
（平和・国際教育研究会） 大

669 平和
「すべて剣をとるものは、剣で亡ぶ。基地を持つ国は、基地で亡ぶ（阿波根昌鴻）」常に、人間の視点から米軍との土地闘争を推し進めた伊
江島、沖縄の人々。今だからこそ、阿波根さんの遺志を受け継いでいこう。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：なし【連続】16日１・２限

I159 ミルクパズル完成できたらマジ絶頂だよな☆ 東学の生徒会と愉快な仲間たち
（東海学園高校） 高

676 趣味
絶頂は「エクスタシー」と読みます。『デスノート』でニアがやっていた、Lのロゴが入った真っ白なパズルを完成させて、無駄な達成感を味わっ
てみませんか？
●定員：なし【単発】16日１・２限

I160 たかくらんらん♪折り紙講座 志賀 千秋＆菜津子、平野 朋子
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

707 芸術・工芸
折り紙は日本文化を伝える大切な手段の１つです。バラの花や動物など、いろいろな折り方を覚えてレパートリーを増やしてみませんか？紙１枚
で創造する芸術の世界に感動すること間違いなしです！
●定員：なし【単発】16日１限

I161 リラックスヨガ やまだ まちこ 大
712 保体・健康

呼吸やポーズを通じて、ご自分と向き合う時間です。ご自分だけのゆったりとした流れを感じ取ってみましょう。心身のバランスがとれてきます。
●定員：25名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：タオル ●関連ページ：www.yogayard.net【単発】16日１限

I162 変われる方法！！ 長田知之 高
713 人生
今の自分を変えたい・・・でもなかなか変われない。そんな経験ありませんか？実はちゃんと理由があるんです。なんで変われないのか、どう
やって変われるのかをわかりやすくお伝えします。
●定員：なし【単発】16日１～４限

I163 行政書士ってなに？ ～カバチタレの世界～ 行政書士砂田事務所 砂田 達也
（志士の会） 高

785 ～なるには
ドラマ「カバチタレ」の主人公の職業ということで、脚光をあびた(!?)行政書士。その仕事について、現役行政書士がドラマと比較しながら分
かりやすくお伝えします。
●定員：なし【単発】16日１限

I164 五井野正博士のご紹介 水田麻桂美
(ART TREK（アートトレック）） 高

791 その他

世界で有名な日本人、五井野博士のご紹介
●定員：なし（先着順）●費用：無料【展示】16日１限

I165 各駅停車飯田線・195.7kmのドラマ 山盛 洋介
（鉄道ライター・安城学園高校教員） 高

795 旅行
豊橋から三遠南信地域を貫いて信州をめざすJR飯田線の魅力を存分に語ります。旅の楽しさが凝縮された195.7kmの鉄路と94の駅、そし
てたくさんの出会いが、あなたを待っていますよ。
●定員：なし ●持ち物：あれば時刻表【単発】16日１限

I166 ちょっと危険な実験 岡田暁彦、鬼頭大信 高
857 理科・実験

同朋高校の化学実験でやる最初の実験です。ぜひ皆さん体験してください。
●定員：なし【単発】16日１限

I167 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

860 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

I168 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

866 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

I169 英文で読む「日本国憲法」前文 三井陽子
（同朋高校） 高

869 社会・歴史
日本国憲法の前文を英語で読んでみましょう。占領下の日本で起草された日本国憲法は、英文と和文で同時に書き直されながらできあがり
ました。英文をやさしい日本語になおしながら、憲法の精神や成立過程についても考
●定員：なし【単発】16日１限

I170 Let's enjoy MUSIC! 岩野と仲間たち
（豊川高校） 大

877 音楽・踊り

僕たちの身近にある音楽。気楽に音楽を楽しむひとときを過ごしましょう。
●定員：なし【単発】16日１限

I171 小論文の『コツ』 中村 俊介
（東邦高校） 大

889 国語・文学
小論文を書くには『コツ』があります。逆に言えば、その『コツ』さえ分かれば誰でも小論文がカンタンに書けるようになります。実際に小論文を書
いてみながら、体験的に身につけていきましょう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限

I172 数遊びのトリック 関恵太
（光ヶ丘） 高

915 数学・算数
今、自分の身の回りにどんな数学が使われているか考えたことがありますか？今回、私の周りで起きたことを数学で考えたことによってできた
ちょっとおもしろいトリックについて紹介したいと思います！
●定員：なし ●持ち物：メモ、ペン【単発】16日１限

I173 会話力アップ 丸山 悟
（日本産業カウンセラー協会） 高

926 その他
人間関係においてはコミュニケーションが大変重要です。この講座では楽しく、わかりやすくコミュニケーションのコツをお伝えします。どなたでも
気軽に参加してください。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限

I174 男子禁制！！女子による女子だけの美容講座 みーや＆かれーぱんまん
（名経大高蔵中学校） 大

929 趣味

女子だけで美容について学ぼう！！ダイエット、ヘアースタイル、ダイエットレシピなどなど(*'・w・’＊）みんなで一緒にがんばりませんか？？
●定員：なし【単発】16日１限

I175 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

I176 リラックス・イングリッシュ 田中 理恵 大
949 英語・国際

音楽を流しながら、英語を上手く話せるトレーニングを一緒にしませんか？
●定員：10名【単発】16日１限

I177 ミサンガを作ろう 日福学内フェス 高
952 料理・手芸

一緒にミサンガを作りましょう。
●定員：20名【単発】16日１限

I178 我流！青春18きっぷはこうやって使う！ 小林直人
（東海中学校） 高

955 旅行
もうすぐ夏休み。旅行に行かれる方も多いのではないでしょうか。JRグループが発売している青春18きっぷを使えば、のんびり列車の旅が手
軽に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：あれば時刻表【単発】16日１限

I180 折り紙 ～アンパンマンと愉快な仲間たち～ 金城学内フェス 高
975 その他

折り紙でアンパンマンと愉快な仲間たちをつくりましょ（＾＿＾）♪
●定員：なし【単発】16日１限

I181 普天間による戦争の延長線 高柳 剛
（岡崎学園） 大

976 社会・歴史
戦争経験者が減っていき、若者達が戦争の恐ろしさをだんだんと忘れてゆく中、この講座をいい機会に改めて戦争の恐ろしさを実感して頂き
たいと思います。そして普天間基地問題にも焦点をあて提起していきたいです。
●定員：なし【単発】16日１限

I182 コミュ障の集い（＾＿‐）‐☆ 金城学内フェス 高
977 その他

コミュ障：コミュニケーション障害の略。なぜそうなるのか？どうしたらなくなるのか？話し合いましょ（＾＿＾）♪
●定員：なし【単発】16日１限

I183 留学をしよう！ メイヤー万里子・河島美輪子 高
998 英語・国際
留学した事ありますか？もしくは、近い将来行く予定ありますか？私たちは去年の夏、留学してきました。その経験を生かして、留学するに関して
不安な点、疑問点などなんでもお話ししたいです！もちろん思い出話も歓迎
●定員：なし【単発】16日１限

I184 創（´・ω・`)Tしゃつ。 淑徳学内フェス 大
1002 趣味

私たちと一緒にオリジナルデザインTシャツを作ろう(‘・ω・’）この夏はこれを着て街へ繰り出そう笑
●定員：なし ●費用：300円 ●持ち物：汚れてもいい服、Tシャツにつけたいもの【単発】16日１限

I185 愛知県内国公立大学二次試験講座？数学 野末 訓章 大
1010 数学・算数

愛知県内にある国公立大学の二次試験「数学」の過去問演習を中心に行う講座です。受験生を対象とします。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限

I186 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1018 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

I187 呼吸による身体と心のリラックス体験 八木智美
(NPO法人日本脳教育協会（ヨガ）） 高

1022 保体・健康
呼吸法でリラックス体験してみて下さい。。ストレス解消，腸を整える方法、肩こり・全身の血行を良くする方法、気の巡りを良くして心もスッキリ。どなたでも出来ます。体感してみて下さい。
●定員：なし ●持ち物：特になし ●申込先：八木智美 ●申込連絡先：052‐747‐2992 ●申込先E‐mail:x912688@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://www.brclinic.com
【単発】16日１限

I188 デザイナーの仕事ー売れる店づくりー 大国護 益大 ／ 山本 浩士
（空間塾 豊川アトリエ） 大

1028 芸術・工芸
実際にデザインした店舗を音と映像で見ながら、デザインの仕事がどのような考えですすんでいき、店がつくられ使われるのかを学ぶ。また、
やる気があれば、学生であろうとプロとしてデザインができる仕事を学ぶ。
●定員：なし ●関連ページ：http://lab‐design.jp【単発】16日１限

WI01 夏の平和公園で自然散策 滝川 正子
（なごや東山の森づくりの会） フ

37 自然・環境
平和公園と聞くと、お墓のイメージを持ってしまいますね。でも東邦高校の西隣には自然が守られた公園があるのです。平和公園南部地区を散策しながら、環境と私たちのつながりについて考えましょう。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：汚れてもよい長そで長ズボン、スニーカー、帽子、水筒 ●申込先：岡田 保 ●申込連絡先：052‐795‐3788 ●申込先E‐mail:narano‐oka@par.
odn.ne.jp ●関連ページ：http://higashiyama‐mori.sakura.ne.jp／ ●集合場所：東邦高校正門 ●集合時間：09:30【単発】16日１・２限

WI02 東山動物園で学ぶホ乳類の進化 脇田 剛 フ
276 自然・環境
東山動物園には113種類のホ乳類が飼育されている。ヒトがチンパンジーと分かれたのが五百万年前。その生きた化石を観察し、動物たちがたどってきた数千万年の変化の道筋、進化の一端を見つけよう。
●定員：なし ●費用：500 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：脇田 剛 ●申込連絡先：052‐793‐6055 ●申込先E‐mail:qfsks741@ybb.ne.jp ●集合場所：東山動物園 正門前 ●集合時間：09:30
【単発】16日１・２限

WI03 国語科”鏡花”懇～フィールドワーク編～ 国語科教科懇 フ
403 国語・文学
今回は、名前は知っているけど意外と読んだことのない文豪、”泉鏡花”にスポットを当て、ゆかりの地金沢を訪れます。
●定員：10名（先着順）●申込先：高木雅敏（国語科教科懇）●申込先E‐mail:masa9106@hotmail.com ●集合場所：参加者に直接
連絡致します ●集合時間：08:00【単発】16日１～４限

WI04 川へ行こう 安城学園 理科
（安城学園） フ

437 自然・環境
今年も安城学園発のフィールドワーク講座が開講します。夏の暑い１日を水辺で涼しく過ごしてみませんか？集合・解散場所は安城学園高校です。
●定員：25名（先着順）●費用：5000円 ●持ち物：ビーチサンダル・タオル・濡れてもよい服・クーラーボックス ●申込先：安城学園高校 和田 ●申込連絡先：
090‐4466‐9256 ●申込先E‐mail:shield‐and‐sword@ezweb.ne.jp ●集合場所：安城学園高校 南館前 ●集合時間：08:00【連続】16日１～４限

WI05 名古屋城を楽しみ尽くす 牧野雅司
（東邦高等学校） フ

477 社会・歴史
名古屋城は金鯱だけがすごいのではない！城門や堀の構造など、戦国時代を通じて蓄積されてきた智恵が、あらゆるところに見られます。本フィールドワークで名古屋城通になれば、日本中の城の仕組みがわかるかも！？
●定員：30名（先着順）●費用：500円（入場料）●持ち物：筆記用具、水分補給のための飲み物 ●申込先：maquino_nagoya@yahoo.co.jp ●申込先E‐mail:maquino_nagoya@yahoo.co.jp ●集合場所：地下
鉄名城線「市役所」駅北改札口前 ●集合時間：09:00【連続】16日１・２限
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WI06 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WI07 サマセミ杯アーチェリー大会 余語宗紀
（愛知中学校） フ

701 保体・健康
50/30と30wの２部門で行います（自分の弓具をお持ちの方に限らせて頂きます）参加費は無料ですが事前にsnk45snk@yahoo.co.jpまでお申し込み下さい。場所は瑞穂のアーチェリー場です。
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：弓具一式・運動の出来る服装 ●申込先E‐mail:snk45snk@yahoo.co.jp ●集合場所：瑞穂運動場アーチェリー場 ●集合時間：08:45【連続】16日
１・２限

WI08 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WI09 ディベート観戦講座 全国教室ディベート連盟東海支部
（全国教室ディベート連盟東海支部） フ

832 総合学習
ディベートをもっと理解したいみなさんに、中学生が出場するディベート大会の試合を観戦する講座を企画しました。金城学院大学W９号館に９時半集合です。詳しくはNADE東海支部HPをご覧下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具・昼食 ●申込先：下記E‐mail宛に、次の内容を記載の上、７月12日（木）までにお申し込み下さい。件名「ディベート観戦講座」、内容：�氏名（参加者全員）、�所属 ●
申込先E‐mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ：http://www.kinjo‐u.ac.jp/futasugi／ ●集合場所：金城学院大学W９号館 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

WI10 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WI11 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WI12 障がいがあっても地域と共に 青空の家職員と利用者と地域のひとびと
（社会福祉法人ゲマインダハウス青空の家） フ

1030 福祉・養護

知的障がい者の人たちといっしょに汗をかきながら、地域と共に生きるってどんなどんなことかをいっしょに考えよう！
●定員：なし ●集合場所：高蔵寺駅南口 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

J001 世界の構造転換と日本の進路 寺島実郎
（日総研理事長 多摩大学学長） 大

280 社会・歴史
人気番組「サンデーモーニング」のコメンテ‐ターとして活躍中の寺島氏。その理路整然とした国際情勢の分析力と説得力には定評がありま
す。ベストセラーは『世界を知る力』(PHP新書）など多数。
●定員：なし【単発】16日２限

J002 「将棋名人400年 発想の原点」 佐藤康光
（将棋棋士 王将） 大

218 趣味
棋士生活25年。現在、王将のタイトルを保持する佐藤康光が将棋を通じて学び、体験したこと。勝負について。新手、新構想が生み出される
背景などを語る。
●定員：なし【単発】16日２限

J003 オリジナルカードを作ろう 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

103 趣味

普段ふれあうことの少ないマーブリングという技法にふれあって、自分だけのオリジナルカードを作ろう
●定員：なし ●費用：100円 ●持ち物：なし【連続】16日１・２限

J004 WFP講座 ストップ ザ ハンガー 益子まり子 高
121 平和

世界では７人に１人が飢えに苦しんでいます。飢餓の現状と原因、そして、WFPの取り組みを報告します。
●定員：なし【単発】16日２限

J005 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

J006 美と心とメイクアップ 辻 愛子
（ビューティケアアドバイザー） 高

178 ～なるには
自分の美しさの発見は、ウキウキした気分になり、心の明るさ、晴れやかさにつながっていきます。美しさにつながるお肌のお手入れや、メイクア
ップについてお話しします。自分だけの美しさってあるんですよね。
●定員：なし【単発】16日２限

J007 性・生・Say! 愛知県保険医協会
（多和田俊保泌尿器科・川村真奈美産婦人科）（『WADN実行委員会』） 高

78 保体・健康
ドクター（産婦人科医・泌尿器科医）が話す性と生の話。学校では教えてくれない、あなたの身近に潜む性感染症とその予防の話。質問コー
ナーもあるよ！！何でも聞いてみよう！！
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●関連ページ：http://aichi‐hkn.jp／【単発】16日２限

J008 幸せに気付くと夢が生まれる 杉浦誠司
（文字職人） 高

49 教育・子育
自身の幼少期の時にあった壮絶な“いじめ”からみつかった夢の話。おもしろ子育て法などを話した後、最後に巨大な和紙にその場でひらめいた言葉を書き下ろします。
●定員：なし ●申込先：杉浦千里 ●申込連絡先：0572‐25‐8876 ●申込先E‐mail:yume3939@gmail.com ●関連ページ：http://www.yume‐arigatou.
com【単発】16日２限

J009 放射線は人間にどのようにして害を与えるか 沢田 昭二
（名古屋大学名誉教授・愛知県原爆被災者の会） 大

301 科学・技術
1945年８月６日。ヒロシマの爆心地から400mの自宅で被曝。生物学者、沢田昭二氏が福島原発事故後のこれからをどう考えるか。ご自身の
被爆体験も含め、語っていただきます。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日２限

J010 太陽に負けないウォーターコントロール 葛原憲治
（愛知東邦大学） 大

381 保体・健康
今話題になっている熱中症を取り上げ、応急処置や熱中症予防対策ポイントを中心に勉強します。私たちと熱中症について勉強し、楽しく快
適な夏休みを過ごしませんか？アシスタント向所瑞枝 愛知東邦大学ATTO３年
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 普段飲んでいるスポーツドリンクの名称【単発】16日２限

J011 「想いをカタチ」にするお金の使い方 さわかみ投信 社員有志
（さわかみ投信株式会社） 高

596 総合学習
市民１人のチカラは小さい。でも、皆とチカラを合わせば大きくなる。元気あふれる良い社会を。その想いをカタチにするのは私たちの行動次第。身近な仲間や企業とはじめる
意志あるお金の使い方を学びましょう。
●定員：35名 ●費用：無料 ●申込先：さわかみ投信株式会社 ●申込連絡先：0352267980 ●申込先E‐mail:seminar_entry@sawakami.co.jp【単発】16日２限

J012 カラダの健康と乳酸菌 藤原 早和子
(（株）ヤクルト本社） 大

638 その他
健康でありたい…。人体最大の免疫臓器であり、生体防衛の最前線でもある腸。腸を丈夫にすることで、健康でいられる！？そんな腸と腸に住
み着いている最近のお話。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://www/yakult.co.jp【単発】16日２限

J013 はち丸と考えよう！「デートDV」って？ 景山 ゆみ子
（名古屋市総務局男女平等参画推進室） 高

750 その他
はち丸が「デートDV」を！？好きだからつき合い始めたのに、自分の行動を束縛されたり、嫌われるのが恐くてイヤと言えなかったり。デートDVか
ら、お互いを大切にできる関係について考えてみましょう。
●定員：なし【単発】16日２限

J014 かんたん護身術～犯罪から身を守る～ 名古屋市市民経済局地域安全推進課
（名古屋市） 高

758 地域・祭り
いきなり腕をつかまれた！！そんなときになんとか逃げるための護身術。身を守るためのコツを体験してみませんか。あわせて誰もがまきこまれる恐
れのある犯罪について、ちょっと勉強してみましょう。
●定員：20名（先着順）●持ち物：動きやすい服装【単発】16日２限

J101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

J102 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

J103 オリンピックと平和 後藤英一
（金城学院中学） 高

47 社会・歴史
今年はロンドンオリンピックの年。世界的なスポーツの大会であり、＜平和の祭典＞と呼ばれるオリンピック。その歴史をひも解くと、学術文化交
流と外交活動の場であったことがわかります。世界史に関心のある人どうぞ
●定員：なし【単発】16日２限

J104 年金の基本の「き」（学生向け） 吉田健児
（吉田社会保険労務士事務所） 高

53 社会・歴史
日本では、大人なったら全員が年金を払わなければなりません。なぜお金を払わなければならないのか、払うと何が得られるのか、払わないと
どうなるのか。社会に出る前に知っておくべき年金制度について学習します。
●定員：なし【単発】16日２限

J105 お好きなものにデコレート＆マカロンリース 愛知淑徳父母懇
（愛知淑徳父母懇） 高

84 趣味
手鏡や小物入れなどをお花やリボンなどでデコレートして自分だけの素敵な作品を作りませんか？リボンを波縫いして簡単かわいいマカロン
リースの講座も同時に開催♪ ぜひ乙女な気分を味わってください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】16日１～４限

J106 放射線を見てみよう 中部原子力懇談会
（日本科学技術振興財団） 高

97 理科・実験
普段は目に見えない放射線を「霧箱」と呼ばれる実験器具を手作りして観察したり、身の周りにある放射線を簡単な測定器を使って実際に測ってみたりしながら、放射線について知識を深めましょう。
●定員：40名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：中部原子力懇談会 ●申込連絡先：052‐223‐6616 ●申込先E‐mail:cac.mail@chugenkon.org ●関連ページ：http://
www.chugenkon.org【単発】16日２～４限

J107 パソコンによるオーラ測定 大崎 学
（有限会社オオサキ） 高

143 その他
オーラとは？人・動物・植物に至る生命エネルギーの一種です。オーラを知ることにより、現在のあなたのエネルギーの強さ・思考及び行動パ
ターン・精神状態などを知ることができます。
●定員：なし ●費用：500円【単発】16日１～４限

J108 催眠術。動く振り子。役立ち面白く騙される 鬼頭守義 大
156 人生
騙されぬという人全員集合！私が示す図に全員騙される。自然に動き出す振り子で自律神経コントロールし性格改造。催眠術をかけられ催
眠商法を知る。易しく面白く役立つ。あっという間の1.5時間。納得。感動。拍手
●定員：80名 ●持ち物：筆記用具【単発】16日２限

J109 スピリチュアルカウンセリング講座 三田純
（名古屋コミュニティ活性会） 高

157 人生
人は自分が信じている通りの人生を創り出します。でも、もし思い通りになっていないとしたら。グループトークを通し、スピリチュアル心理学の立
場からその原因を探り、自分の人生を取り戻すお手伝いを致します。
●定員：20名【連続】16日２～４限

J110 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限

J111 講座「こままわし」と講座「サモアダンス」 河村実、深尾絹代
（享栄高等学校） 高

165 音楽・踊り
大人から子どもまで楽しくこまをまわして遊んでみませんか。まわしたことがない人もまわせるようになります。そして、そのあとサモア（ハワイ）ダン
スを楽しみませんか。
●定員：なし【連続】16日１～４限

J112 大工の技に挑戦しよう！ 大工育成塾の指導棟梁
（一般社団法人大工育成塾名古屋事務所） 高

168 科学・技術
受講生にノコギリやカンナ等の大工道具を使って、材木を切ったり、削ったりして、大工道具の使い方を体験してもらう。また、簡単そうで難しい組木の組立にチャレンジしてもらい、
組木は記念に持ち帰っていただく。
●定員：30名 ●申込先：一般社団法人大工育成塾名古屋事務所 ●申込連絡先：052‐238‐5626 ●申込先E‐mail:daiku‐nagoya@leaf.ocn.ne.jp【単発】16日２・３限

J113 宿題お助け講座（書道） 岡崎城西高校書道部
（岡崎城西高校） 高

192 教育・子育

小学生のみなさん、夏休みのお習字の宿題を、高校生のお兄さん、お姉さんに教わりながら完成させましょう。
●定員：15名 ●費用：０円 ●持ち物：書道用具一式【単発】16日２限

J114 命に寄りそう道化師★ホスピス小児病棟より ボッチ☆アダムス＝中谷豊実
（ボッチ☆アダムスと愉快な仲間たち） 高

201 福祉・養護
サーカスの人気者ピエロ！実は病院や施設など命の現場で活躍している者もいるんです。ケアリングクラウンと呼ばれる彼らの活動を、実際に
病棟で行っているパフォーマンスも織り交ぜながら楽しく紹介します。
●定員：40名（先着順）●費用：無し ●持ち物：無し【単発】16日２限

J115 俳句を楽しもう。サマセミ俳句甲子園 鈴木 誠 亀甲 昌明
（対移植教職員の会 澤下俳句会） 高

214 国語・文学

俳句の楽しさを知り、みんなで作ってみよう。題は「汗」「花火」にします。３句を作り、句会でみんなで評価しあいましょう。
●定員：15名 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：鈴木誠 ●申込連絡先：052‐771‐6024【単発】16日２限

J116 水野愛子の表情筋トレーニング＆魅力学 浜口紀美
（日本表情筋トレーニング協会） 高

215 保体・健康
お顔の筋肉を正しく動かすことで、しみ・しわ・たるみの予防や改善、小顔作りに役立つ表情筋トレーニング。イキイキと輝く笑顔で表情美人を
目指しましょう！
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：手鏡、筆記用具 ●関連ページ：http://ameblo.jp/hamaguchiakemi【単発】15日２限、16日２限

J117 ちょんまげ隊の被災地支援報告 角田 寛和
(Smile for Nippon) 大

222 総合学習
ちょんまげ＆鎧姿でサッカー日本代表の応援に世界中を歩く「ちょんまげ隊長」が名古屋入り！！震災以降は、ちょんまげ支援隊として、被災地支援を
繰り返しています。今だからこそ被災地に必要なことを伝授！
●定員：50名（先着順）●費用：０●持ち物：なし ●関連ページ：http://digest.culturalnews.com/?p=372【単発】14日２・３限、16日２・３限

J118 ヤマケンの麻雀講座 山田賢嗣 大
228 趣味
毎年恒例の麻雀講座です。若い女性やプロ雀士が増えている近年、貴方も麻雀を覚えてみませんか？全くルールを知らない方でも、１からお
教え致しますので、お気軽に受講ください。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：麻雀牌・麻雀マット（持ってる方のみ）【連続】16日１～３限

J119 アートにチャレンジ（人物画） 小西雅也
（名古屋中学） 高

230 芸術・工芸
本物のモデルさんを絵具を使って、自由に表現しよう。絵体験はじめての人も安心。基本から教えます。経験者、美大受験希望者の人には、より専門的に手ほどきします。
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：小西雅也 ●申込連絡先：090‐8159‐9077 ●申込先E‐mail:ga‐ya.konitan@ezweb.ne.jp【単
発】15日２・３限、16日２・３限

J120 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

J121 笑顔工房 なすけん 高
233 その他
昨年の「あそVIVA！」がグレードアップして帰ってくる！今年のテーマは、ズバリ・・・「笑顔」！！何をやるかは、当日のお楽しみ！あなたもこの講座で

「笑顔」をつくりましょう！！
●定員：20名【単発】14日１・２限、16日１・２限

J122 健診データで何がわかるの？ 花田浩之・岩崎佐知子・丸山篤芳
（日本未病システム学会） 高

236 保体・健康
みなさんの健康管理のために，実際に医療機関や学術団体で活躍している臨床検査技師が，臨床検査について解りやすく解説し、皆さん
の様 な々疑問に応えます(１限目に講演，２限目に対話形式の検査相談を予定）．
●定員：なし【連続】16日１・２限

J123 もう戦争はやめませんか 平和の会・守山
（平和の会・守山） 大

238 平和
戦争の悲惨さをパネルや資料で展示します。世界中で多くの人が戦争で傷つき苦しんでいます。人が人を傷つける戦争をなくすことを強くも
とめます。
●定員：なし【展示】16日１～４限

J124 プリザーブドフラワーで作る一輪アレンジ 林もとこ
（岡崎城西高校） 高

244 芸術・工芸
お花の色を選んで頂き、アクリルボックスに簡単アレンジして頂きます。どんな空間も素敵に変身できることマチガイ無し！お子様でも制作できま
すので、どうぞ気軽にご参加ください。
●定員：なし ●費用：800円【単発】16日２限

J125 押し花額をつくろう！ 水谷 麻左枝
（名古屋中学・高校） 高

247 趣味
小さな額に小花をあしらって、押し花額を作ります。
●定員：10名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：ハサミ ●申込先：雨宮信 ●申込連絡先：090‐4404‐0498 ●申込先E‐mail:
amemiya@meigaku.ac.jp【連続】16日１・２限

J126 塩こうじ 本物を作ろう 温度と時間が大切 難民に送る缶詰百万個の会 事務
局 本

265 料理・手芸
今大流行の塩こうじ。作り方の紹介の中には本当にできるのか疑問のものも。生物の基本の温度と時間に注意し本物を作ってみようではありませんか。難民缶詰の会が実際に作り販売する現場からの報告と、作る体験です。
●定員：なし（先着順）●費用：300円 ●持ち物：５リットル程度のフタ付きプラスチック容器（いくつかは100円で販売します）、スプーン ●申込先：以下の連絡先にFAXかTEL、またはE‐mailでお願いします。（事前申し込
み可）●申込連絡先：052‐775‐2689 ●申込先E‐mail:umeteru1946@qc.commufa.jp ●関連ページ：http://kanzumenokai.blog117.fc２．com／【連続】16日１・２限

J127 家計管理のすすめ 笹岡 勇人
（プロミス 名古屋お客様サービスプラザ） 高

270 人生
皆さんの夢、目標、やりたいことはなんですか？夢、目標の実現には正しいお金の管理も必要です。この講座で、無理のない生活を送るための
家計管理の方法、正しいお金に関する知識を学び、夢の実現を目指しましょう。
●定員：なし【単発】16日２限

J128 犯罪心理学入門講座 柴田侑秀
（岡崎城西高校） 大

290 人生
最近流行りの犯罪心理学の入門講座です。「犯罪心理学って気になるけど、どんなものかわからない」という人にオススメです。ぜひ参加くだ
さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【連続】16日１・２限

J129 甲冑講座� 橘茂貴 大
295 社会・歴史

甲冑の構造と弱点をさぐります。大鎧、胴丸、腹巻の違いと弱点はどこにあるのか。
●定員：なし【連続】16日１・２限

J130 エースをねらえ！テニスの王○様になろう 安城学園硬式テニブスの乙女たち
（安城学園高等学校） 高

306 保体・健康
あなたもエースをねらってみませんか？初めてラケットを握る人でも、お姉さんたちがやさしく教えます。小中学生やお母さん・お父さん向け。１限は基本練習、２限は簡単なゲームをします。男子高校生不可。
●定員：20名（先着順）●費用：なし ●持ち物：テニスが出来る服装、テニスシューズ（運動靴でも○）、飲み物、タオル、（あれば）テニスラケット ●申込先：安城学園高等学校 竹内徹 ●申込連絡先：
090‐5454‐3946 ●申込先E‐mail:takeuchi.tohru@gmail.com ●関連ページ：http://www.angaku.jp/info/index.php?e=40【連続】16日１・２限

J131 ヒヨコの解剖 加藤晴香・渥美伸亮 高
313 理科・実験
生きたヒヨコに麻酔をかけ、解剖し、内臓器官を観察します。生命の尊さを知り、生物という学問へのより深い理解につなげられる講座にしたいと思います。人数に制限狩
りますので、予約を優先します。
●定員：30名 ●持ち物：ハンカチ、タオル ●申込先：渥美伸亮 ●申込連絡先：052‐721‐0161 ●申込先E‐mail:atumie005@hotmail.co.jp【単発】16日２限

J132 あなたにもできる和太鼓！講座 日本福祉大学付属高校和太鼓部「楽鼓」
（福祉大付） 高

316 文化・芸能
今年もやります！楽鼓の和太鼓講座。全国大会にも出場している楽鼓の高校生達が楽しく和太鼓を指導します。「１度和太鼓をやってみた
かった」「文化祭でクラスでやりたい」等の思いに応えます。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装で【連続】16日１～４限

J133 解説！大河ドラマ「平清盛」の服装 一ノ瀬 将之 大
332 文化・芸能

「平清盛」の登場人物の服装について解説します。公家の服装には実はすべて設定があるんです。実物の衣装を使って解説するので理解
度アップ！大河ドラマを見るのがいつもより楽しくなりますよ。十二単も登場予定！
●定員：なし【単発】16日２限

23記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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J134 ○○バーの真実 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
338 その他

「○○バー」皆さんはこの○○にどんな言葉が当てはまるでしょうか？ドリンクバー、サラダバー、デザートバー。しかし！！皆さんが普通に注文して
たべまっくているその○○バーの経営術を皆で一緒に知りましょう！！
●定員：なし【単発】16日２限

J135 ラベルを信じないで～食品添加物の真実～ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
346 料理・手芸
身のまわりの食べ物に潜んでいる危険、知っていますか？あなたの飲んでる飲み物、おいしそうに食べるおやつ…その中に潜んでいる「添加
物」を知ろう。
●定員：なし【単発】16日２限

J136 アリストテレスの倫理と論理 鶴岡・村上
（同朋高校） 高

369 趣味
万学の祖と呼ばれるアリストテレスの、倫理学と論理学を学んでみよう。マイケル・サンデル氏も実は、アリストテレス倫理学の流れをくむ人。ま
た、論理ではアリストテレスの三段論法を味わってみましょう。
●定員：なし【単発】16日２限

J137 ジオキャッシングを楽しむ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 大
375 総合学習
街中にたくさん隠れている”キャッシュ”を見つける”ジオキャッシング”というゲーム。現代版宝探しとも言われているこのゲームを根本から解き
明かせば、もっと面白くお宝発見できるかも！？
●定員：なし【連続】16日１・２限

J138 スタバを学ぼう！！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
379 その他

スタバの頼み方やメニューの裏ワザを紹介します！
●定員：なし【単発】16日２限

J139 小学生女子側湾症～その心と体、回避体操 カフェルふみ子 シンインテグレーション
（ストレス解放 多機能回復施術プログラム） 高

385 総合学習
私も体験者で生科学者の編み出した方法の心理学者の施術によりまっすぐになりました。第二次性徴で女性らしく変化する体を恥ずかしく人
目から隠そうとし背骨まで歪めてしまう、女子特有の問題で、回避策を考えます。
●定員：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/fumiko【単発】16日２限

J140 先生と生徒ときどき市民「学び」の大討論会 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
387 その他

いつも先生は生徒に、生徒は先生に、「学び」についてどう思っているの？それに対して市民の方 は々？「学び」についての大討論会！！
●定員：なし【単発】16日２限

J141 日本史センター試験～年代整序問題の解法 田中智明
（名古屋高中校） 大

395 社会・歴史
センター試験で最も難しい問題形式が年代整序問題。2012年日本史Bでは４問11点分が出題された。年代整序問題が正解できれば日本
史90点台が可能に。２コマ連続160分の集中講義で、年代整序問題を攻略！
●定員：なし【連続】16日１・２限

J142 続×18・初心者のための鉄道旅行術 山盛 洋介
（鉄道ライター・安城学園高校教員） 高

405 旅行
懲りずに19年目。毎年ありがとうございます。今年も、手軽に楽しめる鉄道の旅の魅力や裏ワザを皆様に…。青春18きっぷの使い方、乗って楽
しい列車の紹介などをお話しします。この夏は、列車に乗って旅に出よう。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：あれば時刻表など【単発】16日２限

J143 戦争と平和を考える国語 安城学園高校国語科教員チーム
（安城学園高校） 高

422 国語・文学
誰にでも読めるお話や詩、文章を通して、戦争や平和について考えましょう。こんな作品があったのか、という発見や、戦争中の郵便物など貴
重な資料との出会いもあります。考えさせられ、心にしみる時間です。
●定員：なし【連続】16日１・２限

J144 おもしろ科学実験教室 東邦高校科学研究部
（東邦高校） 高

435 理科・実験
高校生による楽しくてビックリがいっぱいの実験教室です！理科が好きな子も苦手な子も、大人も子供も楽しめる講座です。是非来てください。
質問も受け付けます。自由研究にピッタリです！
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日２限

J145 危機の時代 自分の頭で考えよう 下家 善樹
（南山国際高等学校） 高

440 社会・歴史
3.11の大震災以来、メディアの報道からは「いったい何が本当なのか？」が分からない時代になってしまった。ネット上には様 な々意見が飛び
交い、戸惑うばかりである。すべてを疑い、自分の頭で考えてみよう。
●定員：なし【単発】16日２限

J147 40歳からのK‐POPダンス＆フィットネス 當間 美紀
(AFAA/NPO法人アイディアC体創協会） 大

453 保体・健康
連続講座（単発参加OK)の前半は、簡単なK‐POPダンスレッスン、昼食のあとの後半は、体のストレッチやマッサージ、最後に顔のリンパマッ
サージをして、心も顔も若返って頂きます。動ける服装でどうぞ。
●定員：なし ●持ち物：前半：運動靴、汗拭きタオル 後半：洗顔用タオル【連続】16日２・３限

J148 余分な落ち込みを防ぐ心理テクニック 辻雄基
(emprevail（エンプリヴェイル）） 高

513 保体・健康
反省をするときつい自分自身を責めすぎていませんか？それをしてもストレスは溜まる一方です。適切な心との向き合い方を学び、どんなストレスにも耐え抜ける自分作りを始めましょう。
●定員：30名 ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：emprevail（エンプリヴェイル）辻雄基宛 ●申込連絡先：090‐1234‐9954 ●申込先E‐mail:emprevail@gmail.
com ●関連ページ：なし【単発】16日２・３限

J149 iPhoneで映画完全字幕アプリ体験教室 末広朗詩
（スクリーンプレイ） 高

521 英語・国際
名作映画完全セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が名古屋市内にあることをご存じでしたか？ こんどiPhoneやAndroidなど携帯でダウンロードできるアプリを
開発しました。無料体験できます。
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：iPhoneか、Androidか、アプリ使用可能な携帯電話 ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】16日１～４限

J150 フェアトレード講座チョコレートの来た道 フェアトレードファシリテ‐ター斎藤志保
（名古屋をフェアトレードタウンにしよう会） 高

538 英語・国際
みんなが大好きなチョコレート？そこにかくされた秘密は？世界のつながりを知り、心を動かし、考え、行動につなげる国際理解教育。参加型の
ワークショップで子どもから大人まで対等な立場で学び合いましょう！
●定員：なし ●関連ページ：http://www.nagoya‐fairtrade.net／【単発】16日２限

J151 アニメアフレコ講座 声優タレントコース講師
（専門学校日本マンガ芸術学院） 大

571 文化・芸能
専門学校日本マンガ芸術学院の声優タレントコース講師（プロ）によるアニメ・アフレコ講座。アニメーション映像に合わせてリアルな台本（抜粋）を使った現場さながらの本格レッスン。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：特に無し ●申込先：専門学校日本マンガ芸術学院 ●申込連絡先：0524832661 ●申込先E‐mail:info@ndg‐nagoya.ac.
jp ●関連ページ：http://nmg‐nagoya.ac.jp／【単発】16日２～４限

J152 「飛ぶ教室」（数学補習編�） 聖霊中学・高等学校教員
（聖霊中学・高等学校） 高

577 数学・算数

【数学B 統計とコンピュータ】の基本事項確認～センター試験過去問題演習を行います。（高校２年生以上対象）
●定員：なし【連続】16日１・２限

J153 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

581 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】16日１～４限

J154 こころとからだがやわらぐ自力整体 深谷桂子 高
590 保体・健康
簡単な「セルフマッサージ」です。深い呼吸とともにツボを刺激したり体をねじって揺すって脱力して気の流れを良くします。運動の苦手な方や
体の固い方でも大丈夫。眠くなるくらい気持ちよくなれます。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装でバスタオルと長いタオルをお持ちください。【単発】16日２・３限

J155 あなたも楽器のお医者さん♪リペア体験！ 鷲見
（中部楽器技術専門学校） 高

592 芸術・工芸
楽器は日頃のメンテナンスが大切。細かな調整や消耗品の交換といった場面が出てきます。あなたが楽器のお医者さんになってリペア体験をしよう♪構造も知ることができ、楽器博士になれるかも！
●定員：15名 ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：中部楽器技術専門学校（要予約・詳細はお問い合わせください。）●申込連絡先：052‐741‐6788 ●関連ページ：http://www.
chubugakki.ac.jp／【単発】16日２・３限

J156 Stand up! Vanguard 福田拓也 青木孝文
（同朋高等学校） 大

593 趣味
最近人気の「カードファイト！ヴァンガード」をみんなで楽しもう！大会ではないので、初心者の人も大歓迎！ヴァンガードファイトしようぜ！
●定員：40名（先着順）●持ち物：ヴァンガードのデッキ、イメージ力 ●申込先：福田拓也 ●申込連絡先：080‐5156‐1484 ●申込先E
‐mail:light‐９bird_hato.jp@ezweb.ne.jp【連続】16日１・２限

J157 「気持ちいい」色が選べるカラー学（入門） カラー環境デザイナー 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

604 芸術・工芸
ファッションやインテリアまたはチラシなど暮らしからお仕事まで私たちには色を選ぶ場面がたくさんあります。学校では教えてくれないカラー学。
「感覚」ではなく「納得」で色を選ぶことができるようになる講座です。
●定員：なし【単発】14日２限、16日２限

J158 東洋医学講座‐生理痛も更年期もお灸で楽々 山本 まりえ
（社団法人 愛知県鍼灸マッサージ師会） 大

618 保体・健康
自宅でできる跡のつかないお灸を実際に体験します。生理痛やホットフラッシュなどにお悩みの方、どうぞご一緒に。東洋医学の脈診をして、
その人にあったツボをお教えます。
●定員：なし ●費用：450円 ●持ち物：足元からひざの上まで肌が出せる服装【単発】16日２限

J159 夏休み直前読書感想文の書き方 寺岸 成美
（東邦高校） 高

620 国語・文学
夏休みに学生達を苦しめる読書感想文の書き方をレクチャーします。どんな本でも大人を納得させられる感想文が簡単に書けるようになりま
す！！
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日２限

J160 国際交流ってどんな感じ？ 滝田 一樹
（東邦高校） 大

627 英語・国際
僕はこの３年間で２回ずつホームステイとホストファミリーの経験をしました。この経験を皆さんに知って欲しいと思ったので開講しました。少しだ
け英会話も紹介します。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日２限

J161 おもしろ数楽講座 柳井谷司、柳井谷真吾 高
630 数学・算数

何をやるかは当日のお楽しみ。身近なところにひそむ数学の世界を楽しもう！数学が好きな人も苦手な人も大歓迎！
●定員：なし【単発】16日２限

J162 子どもモノづくり教室！メモスタンドの製作 県立名南工業高等学校 高
636 芸術・工芸
真鍮といわれる金属を加工して、メモスタンドを作ります。真鍮は金色に近く光沢もあり、とても美しい金属で、穴を開けたり、曲げたりして、オリ
ジナルメモスタンドを作ってみませんか。※対象年齢：小４～中２位迄
●定員：なし ●費用：無料【単発】16日１～４限

J163 宿題お助け講座（書道） 名経大高蔵中高書道部
（名経大高蔵中学・高校） 大

639 国語・文学
夏休みの宿題で必ず出される習字。家で書くと部屋が汚れたり、親子ゲンカになりませんか？今回のサマセミで習字の宿題をバッチリ済ませてしましましょう。中高生がやさしく教えます。用具を
必ず持って来て下さい。
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：宿題のお題、書道用具（硯、文珍、大筆、小筆、墨汁、半紙）、下敷き、筆洗用にふたのできる空のペットボトル、新聞紙、雑巾【連続】16日１・２限

J164 ジャグリングで遊ぼう 櫻井大州・服部憲汰・趙建栄・佐藤佳孝
（名経大高蔵高校） 高

647 趣味

楽しいジャグリングを体験してみよう。小さい子も大歓迎！！
●定員：20名（先着順）【連続】16日１・２限

J165 得するマクドナルド！ 藤原大悟 高
663 その他
マクドナルドで得してみませんか？・携帯クーポンなんて常識！さらに得したい！！・この講座に出れば従業員同士の不思議な言葉が理解できる
かも？？
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日２限

J166 文房具 限界の極め 旗持建
（東海学園高校） 高

666 趣味

使い捨ての文房具、詰め替え可能な文房具、それぞれの文房具の使用する限界を極める講座。
●定員：なし【単発】16日１・２限

J167 ビデオ『教えられなかった戦争ー沖縄編』 中村東雄
（平和・国際教育研究会） 大

669 平和
「すべて剣をとるものは、剣で亡ぶ。基地を持つ国は、基地で亡ぶ（阿波根昌鴻）」常に、人間の視点から米軍との土地闘争を推し進めた伊
江島、沖縄の人々。今だからこそ、阿波根さんの遺志を受け継いでいこう。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：なし【連続】16日１・２限

J168 元志願兵が伝えたいこと 田辺登志夫
（アースネット・なごや） 高

671 平和
戦前戦後の体験を通して、平和と自由の大切さと、今、何をめざして生きるべきか、未来への希望を求めて次世代に語り継ぎたい。
●定員：40名 ●費用：０●持ち物：なし ●申込先：田辺登志夫 ●申込連絡先：052‐852‐2776 ●申込先E‐mail:mitsu‐im@yk.
commufa.jp ●関連ページ：http://y‐kuro.sakura.ne.jp/earthnet‐nagoya/index.htm【単発】16日２・３限

J169 椙山生とドッジボールをしよう 椙山学内フェス
（椙山女学園） 高

674 保体・健康

昨年に引き続き年齢を問わずの参加型ドッジボールを開催。小学生から高校生まで、夏の暑さ南下に負けるな！ドッジで体を動かそう！
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：運動できる服装で【単発】16日２限

J170 ミルクパズル完成できたらマジ絶頂だよな☆ 東学の生徒会と愉快な仲間たち
（東海学園高校） 高

676 趣味
絶頂は「エクスタシー」と読みます。『デスノート』でニアがやっていた、Lのロゴが入った真っ白なパズルを完成させて、無駄な達成感を味わっ
てみませんか？
●定員：なし【単発】16日１・２限

J171 変われる方法！！ 長田知之 高
713 人生
今の自分を変えたい・・・でもなかなか変われない。そんな経験ありませんか？実はちゃんと理由があるんです。なんで変われないのか、どう
やって変われるのかをわかりやすくお伝えします。
●定員：なし【単発】16日１～４限

J172 人の意見を潰さず全て活かして方針を作る術 佐治嘉隆
（岡崎城西高校） 大

740 人生
生徒会、高フェス等で活躍する生徒に向けて、最初の方針を決める術を伝えたい。関わる人の意見を一切潰さずに全て活かして方針を作り
たい。私が高校生のときに学んだ方法です。
●定員：なし【単発】16日２限

J173 アカペラでポップスを歌おう♪ 下出裕子
（弥富高校） 大

762 芸術・工芸

基本の発声から練習して、本格的なアカペラを歌ってみませんか？身体があればいつでもどこでも歌えちゃう！一緒に楽しみましょう！！
●定員：20名（先着順）【単発】16日２限

J174 氷点下の世界を体験しよう！ 山口哲也 村田譲 高
765 理科・実験
氷点下の世界では物質はどうなるのか。普段の生活では見られない現象を液体窒素を用いて実験します。定員は30名ですので、参加希望
の人は早めに来てください。
●定員：30名（先着順）●持ち物：筆記用具【単発】16日２限

J175 みんなが知りたいからだの話 牛山美奈・手嶌由起 大
783 保体・健康
みんなのからだはわからないことがいっぱい！はずかしくて今さら聞けないことをバッチリ学ぼう！女の子も男の子も悩み解決！自分のからだが
きっと好きになりますよ
●定員：なし【単発】16日２限

J176 講師初心者向けの、講師になろう！講座 川人 憲治
（生き活実行委員会） 高

811 教育・子育
「アナタにしか作れない講座」作りの基本や、講座やプレゼンをする上で必要なことをお伝えします。講師をやってみたいけど自信がない方や、もっと色 な々ことを伝えたいと思う方に来て頂きたいです。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：本人（川人）まで ●申込連絡先：080‐3073‐4685 ●申込先E‐mail:ineeddeen@hotmail.com ●関連ページ：http://www.
facebook.com/ikikatsu【単発】16日２限

J177 算数おもしろ講座・多角形と角 森 靖之
（東海中学・高校） 大

823 数学・算数
中学受験の基礎としての多角形と角を扱います。楽しい授業を目指すので、小学生から大人まで幅広い参加を期待します。筆記用具持参
で参加して下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日２限

J178 バルーンアート／スマイルフラワー 洪城美和
（愛工大名電） 大

842 芸術・工芸

風船を使って、カラフルでとってもカワイイ作品を作りましょう。ハート型のバルーンをポンプでふくらませます。小学生のお子様でも作れます。
●定員：なし ●費用：100円【単発】16日２限

J179 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

860 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

J180 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

866 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

J181 明日から使える恋愛心理学！ 白石 恭一
（名経大高蔵） 高

874 人生
恋愛って難しいですよね？恋をした時、私たちの心や脳ではどのようなコトが起こっているのでしょうか？明日から使える心理学をぜひココで学
びませんか？
●定員：30名【単発】16日２限

J182 太平洋戦争？今まで知らなかった秘話？ 木村 優
（名経大高蔵） 大

878 社会・歴史
占領地、残留日本兵など、67年前のあの戦争には私たち日本人の知らなかった秘話があります。そんな秘話の一部を一緒に紐解いてみま
しょう。
●定員：なし【単発】16日２限

J183 ドイツの国とドイツ語と！ 大岩澄枝
（享栄高校） 高

886 英語・国際
サッカー強国、クラシック音楽の国、メルヘンの国、森と湖の観光国、そして環境立国。原発廃止を決めた国等いろいろな顔を持つドイツの国
とドイツ語を紹介します。
●定員：40名【単発】16日２限

J184 ハワイアンシュシュ 澤田 啓子
（滝高校） 高

898 料理・手芸
アローハ！ハワイアンプリントの布地を使って、かんたん・手ぬいのシュシュを作ります。BGMはもちろんハワイアンミュージック！お気軽にお立ち寄
りください。マハロ★
●定員：15名 ●費用：100円【単発】16日２限

J185 癒しの音色にあなたもチャレンジ ヘルマンハープ 風歌
（大同大学 大同高校） 大

916 音楽・踊り
ドイツで考案された弦楽器ヘルマンハープを演奏します。五線譜が読めなくても工夫された楽譜で簡単な曲ならすぐに演奏でき、素敵な音
色を楽しむことができます。あなたも体験してみませんか？
●定員：25名【単発】16日２限

J186 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

J187 昆虫標本をつくろう 東海中高生物部
（東海中高） 大

960 理科・実験
標本ってむずかしそう・・・。そう思っていませんか？心配ご無用。身の回りにあるものだけで、標本は簡単に作れるんです。カブトムシなどに使
う．展足法という方法を紹介します。
●定員：30名（先着順）●費用：200円【単発】16日２限

J188 100mあと１秒縮めてみせます 丹羽将一朗
（日本福祉大学付属高校） 高

963 保体・健康

「なんば」の走り方で、100mを速く走りたい人集まれ！また、疲れない走り方を伝授します。
●定員：なし【単発】16日２限

J189 家庭科教科懇談会 家庭科教科懇 高
964 料理・手芸

ダミーです。
●定員：なし【単発】16日２限

J190 ヌクモリティー 金城学内フェス 高
972 その他

みんなで心温まる話をしませんか？１人１つは必ずお話を用意してきてくださいね（＾＿＾）♪
●定員：なし【単発】16日２限
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J191 生徒と先生が求める教育とは？ 高柳 剛
（岡崎学園） 大

978 教育・子育
現代の教育社会において、生徒が勉強に対する価値観に対し先生の価値観がここまで違っているのかと気づきました。なぜ生徒は勉強が
嫌いなのか。教育に答えはあるのか。心の教育とは。これらを提起していきます。
●定員：なし【単発】16日２限

J192 コンビニのB級デザート 金城学内フェス 高
980 その他

これが実は美味しい！これとこれを組み合わせると美味しい！そんなことを話し合いましょう（＾＿＾）♪少し試食できるかも！笑
●定員：なし【単発】16日２限

J193 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1018 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

J194 ゲンキdeキレイに若返ろう！ 円 之門 大
1025 保体・健康
陰陽五行説をもとに、元気でキレイに若返るために必要な事をわかりやすくお伝えします。(３�４限 魂の元気を導くために、サモアダンス講座
を行います。）
●定員：なし【単発】16日２限

J195 着物姿で楽しい１日を！ 宗 寿子 大
1035 文化・芸能

１人で着物が着られるように練習したり、振り袖舞子姿になって１日楽しみませんか。振袖２名、舞子姿２名限定です。事前申込お願いします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：浴衣持参【単発】16日２限

WJ01 夏の平和公園で自然散策 滝川 正子
（なごや東山の森づくりの会） フ

37 自然・環境
平和公園と聞くと、お墓のイメージを持ってしまいますね。でも東邦高校の西隣には自然が守られた公園があるのです。平和公園南部地区を散策しながら、環境と私たちのつながりについて考えましょう。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：汚れてもよい長そで長ズボン、スニーカー、帽子、水筒 ●申込先：岡田 保 ●申込連絡先：052‐795‐3788 ●申込先E‐mail:narano‐oka@par.
odn.ne.jp ●関連ページ：http://higashiyama‐mori.sakura.ne.jp／ ●集合場所：東邦高校正門 ●集合時間：09:30【単発】16日１・２限

WJ02 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WJ03 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WJ04 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WJ05 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WJ06 東山動物園で学ぶホ乳類の進化 脇田 剛 フ
276 自然・環境
東山動物園には113種類のホ乳類が飼育されている。ヒトがチンパンジーと分かれたのが五百万年前。その生きた化石を観察し、動物たちがたどってきた数千万年の変化の道筋、進化の一端を見つけよう。
●定員：なし ●費用：500 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：脇田 剛 ●申込連絡先：052‐793‐6055 ●申込先E‐mail:qfsks741@ybb.ne.jp ●集合場所：東山動物園 正門前 ●集合時間：09:30
【単発】16日１・２限

WJ07 国語科”鏡花”懇～フィールドワーク編～ 国語科教科懇 フ
403 国語・文学
今回は、名前は知っているけど意外と読んだことのない文豪、”泉鏡花”にスポットを当て、ゆかりの地金沢を訪れます。
●定員：10名（先着順）●申込先：高木雅敏（国語科教科懇）●申込先E‐mail:masa9106@hotmail.com ●集合場所：参加者に直接
連絡致します ●集合時間：08:00【単発】16日１～４限

WJ08 川へ行こう 安城学園 理科
（安城学園） フ

437 自然・環境
今年も安城学園発のフィールドワーク講座が開講します。夏の暑い１日を水辺で涼しく過ごしてみませんか？集合・解散場所は安城学園高校です。
●定員：25名（先着順）●費用：5000円 ●持ち物：ビーチサンダル・タオル・濡れてもよい服・クーラーボックス ●申込先：安城学園高校 和田 ●申込連絡先：
090‐4466‐9256 ●申込先E‐mail:shield‐and‐sword@ezweb.ne.jp ●集合場所：安城学園高校 南館前 ●集合時間：08:00【連続】16日１～４限

WJ09 名古屋城を楽しみ尽くす 牧野雅司
（東邦高等学校） フ

477 社会・歴史
名古屋城は金鯱だけがすごいのではない！城門や堀の構造など、戦国時代を通じて蓄積されてきた智恵が、あらゆるところに見られます。本フィールドワークで名古屋城通になれば、日本中の城の仕組みがわかるかも！？
●定員：30名（先着順）●費用：500円（入場料）●持ち物：筆記用具、水分補給のための飲み物 ●申込先：maquino_nagoya@yahoo.co.jp ●申込先E‐mail:maquino_nagoya@yahoo.co.jp ●集合場所：地下
鉄名城線「市役所」駅北改札口前 ●集合時間：09:00【連続】16日１・２限

WJ10 知的作業所を見てみよう！ 丹羽哲治 フ
519 その他
知的作業所で働く人たちや指導員さんの活動を実際に見てみませんか。
●定員：５名（先着順）●申込先：ほほえみ作業所＜名古屋市守山区新守山3215番地＞ ●申込連絡先：052‐792‐3163 ●集合場所：
ほほえみ作業所 ●集合時間：10:00【単発】16日２限

WJ11 知的作業所を見てみよう！ 三宅優子 フ
520 福祉・養護

知的作業所で働く人や作業員の様子を実際に見てみよう。
●定員：５名 ●申込先：矢田作業所 ●申込連絡先：052‐722‐1992 ●集合場所：矢田作業所 ●集合時間：10:00【単発】16日２限

WJ12 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WJ13 サマセミ杯アーチェリー大会 余語宗紀
（愛知中学校） フ

701 保体・健康
50/30と30wの２部門で行います（自分の弓具をお持ちの方に限らせて頂きます）参加費は無料ですが事前にsnk45snk@yahoo.co.jpまでお申し込み下さい。場所は瑞穂のアーチェリー場です。
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：弓具一式・運動の出来る服装 ●申込先E‐mail:snk45snk@yahoo.co.jp ●集合場所：瑞穂運動場アーチェリー場 ●集合時間：08:45【連続】16日
１・２限

WJ14 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WJ15 ディベート観戦講座 全国教室ディベート連盟東海支部
（全国教室ディベート連盟東海支部） フ

832 総合学習
ディベートをもっと理解したいみなさんに、中学生が出場するディベート大会の試合を観戦する講座を企画しました。金城学院大学W９号館に９時半集合です。詳しくはNADE東海支部HPをご覧下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具・昼食 ●申込先：下記E‐mail宛に、次の内容を記載の上、７月12日（木）までにお申し込み下さい。件名「ディベート観戦講座」、内容：�氏名（参加者全員）、�所属 ●
申込先E‐mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ：http://www.kinjo‐u.ac.jp/futasugi／ ●集合場所：金城学院大学W９号館 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

WJ16 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WJ17 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WJ18 障がいがあっても地域と共に 青空の家職員と利用者と地域のひとびと
（社会福祉法人ゲマインダハウス青空の家） フ

1030 福祉・養護

知的障がい者の人たちといっしょに汗をかきながら、地域と共に生きるってどんなどんなことかをいっしょに考えよう！
●定員：なし ●集合場所：高蔵寺駅南口 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

K001 沖縄返還密約問題の真実 西山 太吉
（フリージャーナリスト） 高

947 平和
「運命の人」のモデルとなった西山氏が語ります。国民に真実を知らせるために、どれほど大変な努力や苦闘が必要なのか。その献身的経
験に学べる貴重な機会です。
●定員：なし【単発】16日３限

K002 “相棒”を世に送り出して 松本基弘
（相棒プロデューサー） 大

189 人生
テレビの高視聴率番組“相棒”の生みの親である松本基弘さんに、誕生の苦労話、長く続くコツ、そして、成宮さんを新相棒に迎えた今につい
て、さらに世の中で生き抜く力、真の学力とは何かを語っていただきます。
●定員：なし【単発】16日３限

K003 「時代を拓く～先達に学ぶ研究と創造への志 榊 裕之
（豊田工業大学学長 東京大学名誉教授） 大

400 科学・技術
東海地域は、モノ作りが得意な企業が多く、豊かさの基盤となっています。本講演では、豊田佐吉を始め、地域の学術・技術・産業の発展を
担った先人の足跡を辿りつつ、半導体電子工学の研究開発の最前線を紹介します。
●定員：なし【単発】16日３限

K004 絵本をつくりましょう。 舩津涼子
（国連WFP協会なごや） 高

124 平和
WFPでは世界の飢餓の現状を多くの方 に々知らせる活動もしています。その一つの方法として、今回は絵本をつくってみませんか？作りかたは
丁寧にお教えします。後はあなたの絵心しだい。（材料は用意してあります）
●定員：なし【連続】16日３・４限

K005 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

K006 映画に触れよう！参加しよう！ 李相美
（同朋大学講師・映画プロデューサー） 大

166 芸術・工芸

映画ってどこでどうやって作るの？映画「WAYA!]の種から完成までを追うことで見えてくる、映画の楽しみかたをお話したいと思います。
●定員：なし【単発】16日３限

K007 愛＆I SCORAなごや 高
64 総合学習
ナルシストじゃない！エゴじゃない！「自分を愛すること」ってなんだろう。キラキラした日々へ☆大学生と一緒に考えてみましょう。
●定員：30名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先E‐mail:kai_luv32@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://ifmsa.jp/
contents/sco/?s=scora【単発】16日３限

K008 シンガーソングライターになるには しばた ようこ 高
227 ～なるには
友達のライブに誘われて、歌う姿をうらやましく思ったことはありませんか？あなたの心の中にも、そういう道への扉はあるのです。あなたが辛い
時をお過ごしなら、それはチャンスでもあります。トライしてみてください
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし【単発】16日３限

K009 映像で見る現代の戦争 アフガン・イラク・シリアより 西谷文和
（フリージャーナリスト） 大

278 平和
アフガンやシリア、リビアなど戦火の国 で々、人 は々どんな暮らしをしているか。なぜ戦争が終わらないのか。マスコミが戦争報道を減らしている
のはなぜか。日本は何をすべきか。最新映像を交えてお話しします。
●定員：なし【単発】16日３限

K010 僕のテーピングを君に捧ぐ 葛原憲治
（愛知東邦大学） 大

356 保体・健康
最も身近な怪我「足首の捻挫」をテーマとし、捻挫のメカニズムや応急処置法を理解し、予防のためのテーピングを実技を通して勉強します。
テーピングの極意を教えます！アシスタント磯村亮太 愛知東邦大ATTO３年
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日１限、16日３限

K011 在宅と施設～あなたはどちらを選びますか～ 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

104 福祉・養護
自分が介護する立場、される立場になった時 在宅と施設 どちらを選びますか？在宅介護と施設介護の違いやメリット・デメリットをわかり
やすく説明します。
●定員：なし【単発】16日３限

K012 夢を探そう～現役大学生による未来予想図～ 手嶋ゼミ
(４年生）（愛知東邦大学経営学部地域ビジネス学科） 大

922 人生
あなたの夢は何ですか？まずは一歩踏み出そう。僕たちのアクティブな実体験をもとにした、中高生と親御さんに対する『気づきのためのセミ
ナー』です。いっしょに参加型・体験型の楽しい時間を作りましょう。
●定員：なし【単発】16日３限

K013 麹（こうじ）菌を科学する 横山 勉
(（公社）日本技術士会） 大

41 科学・技術
穀類に麹（こうじ）菌を生育させたものが麹。各種酵素の宝庫で、味噌・醤油、清酒、焼酎、甘酒、そしてブームの塩麹の源です。伝統食品だ
けでなく、バイオでも活躍。由来、生物としての特徴など総合的に科学します。
●定員：40名 ●費用：０●持ち物：なし【単発】16日３限

K014 N.SATOの生活科学実験～乳化剤～ 佐藤 典子
（郡山女子大学） 高

962 理科・実験

ふだん買うことの多いドレッシングを手作りしながら「水」と「油」の混ざる秘密を学びましょう。
●定員：40名（先着順）【単発】16日３限

K015 青いバラを誕生させた遺伝子組換え技術とは 橋本 昭栄
（国際生命科学研究機構） 大

979 科学・技術
日本では唯一青いバラが遺伝子組換え技術による植物として生産されているが、この技術に代表されるゲノム情報がどのように活用され、
わが国の食料の確保に役立っているかについて考える。
●定員：なし【単発】16日３限

K101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

K102 夏色ビーズ屋さん2012! 井上順子
（瑞穂ブロック） 大

12 趣味
サマセミに今年も登場「夏色ビーズ屋さん2012！」、暑い季節にぴったりのデサインがいっぱい、ワンコインレッスンで手作り感あり！ きっと、楽し
い夏のおしゃれアイテムが増えますよ。GO GO SUMMER
●定員：20名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：なし【連続】16日３・４限

K103 発見！ユニバーサルデザイン 伊藤 千津
（えた～なる・すまいる） 高

18 総合学習
ユニバーサルデザイン(=UD)の基本の紹介と２つの簡易UD体験を通して「UDってなんだろう？」「どうして必要なんだろう？」をワークショップし
ます。みんなで一緒に身近なをUDを発見しましょう！
●定員：20名 ●持ち物：筆記用具【単発】16日３限

K104 新聞紙で作る橋作り教室 酒井宏和
(NEXCO中日本） 高

28 地域・祭り
身近にある新聞紙と接着剤だけで、強くて美しい橋をつくります。誰でも簡単に作れるコツやポイントを伝授します。そのコツ、ポイントをつかって、新聞紙で作る高速道路【橋】コンテストにも挑戦しましょう^ ＾
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：情熱、はさみ、カッターナイフ、30cm以上の定規 ●申込先：NEXCO中日本 新聞紙で作る高速道路”橋”コンテスト事務局 ●申込連絡先：052‐222‐
1430 ●申込先E‐mail:h.sakai.ab@c‐nexco.co.jp ●関連ページ：http://www.c‐nexco.co.jp/campaign/bridge‐contest／【単発】16日３限

K105 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

K106 年金の基本の「き」（社会人向け） 吉田健児
（吉田社会保険労務士事務所） 高

54 社会・歴史
日本の年金問題について考える際に必要となる、年金の基礎知識について学習します。どうしてこんな制度になっちゃったのかを押さえた上
で、この先どうあるべきかを共に考えましょう。
●定員：なし【単発】16日３限

K107 お好きなものにデコレート＆マカロンリース 愛知淑徳父母懇
（愛知淑徳父母懇） 高

84 趣味
手鏡や小物入れなどをお花やリボンなどでデコレートして自分だけの素敵な作品を作りませんか？リボンを波縫いして簡単かわいいマカロン
リースの講座も同時に開催♪ ぜひ乙女な気分を味わってください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】16日１～４限

K108 体と心を癒すホメオストレッチ 幸せの種愛知 近藤節子 高
86 趣味
ホメオストレッチは、脳の疲労を改善し、体と心を癒すことができます。ストレス社会の中でもイキイキと生活できるファミリーケアを習得してみま
せんか。
●定員：なし【連続】16日３・４限

K109 カラオケワンランクアップ講座 佐藤元紀
（アイズボーカルスクール） 大

92 音楽・踊り
「カラオケでもっと上手に歌えるようになりたい！！！」そんな方へボイストレーニングを通じて、発声の仕方、腹式呼吸、歌い回しなど、カラオケがさ
らに上手に歌えるようになるコツを伝授します！！
●定員：なし ●費用：０【単発】16日３限

K110 放射線を見てみよう 中部原子力懇談会
（日本科学技術振興財団） 高

97 理科・実験
普段は目に見えない放射線を「霧箱」と呼ばれる実験器具を手作りして観察したり、身の周りにある放射線を簡単な測定器を使って実際に測ってみたりしながら、放射線について知識を深めましょう。
●定員：40名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：中部原子力懇談会 ●申込連絡先：052‐223‐6616 ●申込先E‐mail:cac.mail@chugenkon.org ●関連ページ：http://
www.chugenkon.org【単発】16日２～４限

K111 絶品！！ 手作りこんにゃく 石川千鶴子 菅沼章
（享栄高校） 高

108 料理・手芸
こんにゃく芋をすり下ろして、こんにゃくを作ります。こんにゃくがこんなに美味しいものだとは…おどろきです。もうあの板こんにゃくには戻れません。絶品こんにゃくに挑戦してみませんか。お持ち帰りたくさん。
●定員：10名 ●費用：１人2000。高校生は1000で二人一組も可。●持ち物：エプロン、ゴムの長手袋。必ず下記アドレスまでお申し込みください。●申込先：菅沼 章 ●申込連絡先：080‐5105
‐1894 ●申込先E‐mail:a1230@ma.ccnw.ne.jp【連続】16日３・４限

K112 パソコンによるオーラ測定 大崎 学
（有限会社オオサキ） 高

143 その他
オーラとは？人・動物・植物に至る生命エネルギーの一種です。オーラを知ることにより、現在のあなたのエネルギーの強さ・思考及び行動パ
ターン・精神状態などを知ることができます。
●定員：なし ●費用：500円【単発】16日１～４限

K113 不思議？なるほど！！面白さいっぱいの講座 鬼頭 守義 高
149 人生
不思議いっぱいの教室に全員集合！手品ではないので、上手下手なく誰でも簡単にやさしくできる。できるからみんなの人気者になれる。やさし
い言葉が分かる幼児から昔の青年までどうぞ。覚えて得し、役立つ楽しい講座
●定員：なし ●持ち物：筆記具。以下できたら紙切りハサミ、ポケット電算機【単発】16日３限

K114 護身術、「技はパワーではない」感性です！ 岩田淳
（空手六段、剣道五段）（日本空手道常心門、サムライ絆塾） 高

152 保体・健康
Don't think feel．護身術は「考えるな、感じなさい！」ブルース・リーの言葉です。力に頼らず、五感を働かせ、大切な心身を守り、生きる自信を
付けよう！
●定員：なし ●持ち物：飲料水、タオル【単発】16日３限

K115 スピリチュアルカウンセリング講座 三田純
（名古屋コミュニティ活性会） 高

157 人生
人は自分が信じている通りの人生を創り出します。でも、もし思い通りになっていないとしたら。グループトークを通し、スピリチュアル心理学の立
場からその原因を探り、自分の人生を取り戻すお手伝いを致します。
●定員：20名【連続】16日２～４限

K116 原爆と戦争展 原爆展を成功させる会・名古屋 高
159 平和
展示内容 パネル「原爆と峠三吉の詩‐原子雲の下よりすべての声は訴える」、「沖縄戦の真実」、「全国空襲の記録」、「戦争体験者は訴え
る‐第二次大戦の真実」など100枚余り。
●定員：なし【展示】14日２～４限、15日１～４限、16日１～３限
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K117 講座「こままわし」と講座「サモアダンス」 河村実、深尾絹代
（享栄高等学校） 高

165 音楽・踊り
大人から子どもまで楽しくこまをまわして遊んでみませんか。まわしたことがない人もまわせるようになります。そして、そのあとサモア（ハワイ）ダン
スを楽しみませんか。
●定員：なし【連続】16日１～４限

K118 大工の技に挑戦しよう！ 大工育成塾の指導棟梁
（一般社団法人大工育成塾名古屋事務所） 高

168 科学・技術
受講生にノコギリやカンナ等の大工道具を使って、材木を切ったり、削ったりして、大工道具の使い方を体験してもらう。また、簡単そうで難しい組木の組立にチャレンジしてもらい、
組木は記念に持ち帰っていただく。
●定員：30名 ●申込先：一般社団法人大工育成塾名古屋事務所 ●申込連絡先：052‐238‐5626 ●申込先E‐mail:daiku‐nagoya@leaf.ocn.ne.jp【単発】16日２・３限

K119 ロックビデオ鑑賞会 牛込 祐二
（東海学園高校） 大

181 音楽・踊り
ロックギタリストには堪らないディープパープル、スティービーレイボーン、ヴァンヘイレンなどの映像と音楽を鑑賞しましょう。大音量での鑑賞と
なりますので、体調の優れない方、お子様連れの方はご遠慮ください。
●定員：なし【単発】16日３限

K120 柔道事故‐子ども達はなぜ死んだのか 倉田 久子
（全国柔道事故被害者の会） 大

211 保体・健康
昨年柔道事故で亡くなった息子の、事故調査報告書が現在公開されている。本講座では、繰り返されてきた柔道事故の現状を報告し、柔
道のみならずスポーツ全般における安全対策の提言を行いたい。
●定員：なし【単発】16日３限

K121 ちょんまげ隊の被災地支援報告 角田 寛和
(Smile for Nippon) 大

222 総合学習
ちょんまげ＆鎧姿でサッカー日本代表の応援に世界中を歩く「ちょんまげ隊長」が名古屋入り！！震災以降は、ちょんまげ支援隊として、被災地支援を
繰り返しています。今だからこそ被災地に必要なことを伝授！
●定員：50名（先着順）●費用：０●持ち物：なし ●関連ページ：http://digest.culturalnews.com/?p=372【単発】14日２・３限、16日２・３限

K122 ヤマケンの麻雀講座 山田賢嗣 大
228 趣味
毎年恒例の麻雀講座です。若い女性やプロ雀士が増えている近年、貴方も麻雀を覚えてみませんか？全くルールを知らない方でも、１からお
教え致しますので、お気軽に受講ください。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：麻雀牌・麻雀マット（持ってる方のみ）【連続】16日１～３限

K123 アートにチャレンジ（人物画） 小西雅也
（名古屋中学） 高

230 芸術・工芸
本物のモデルさんを絵具を使って、自由に表現しよう。絵体験はじめての人も安心。基本から教えます。経験者、美大受験希望者の人には、より専門的に手ほどきします。
●定員：15名（先着順）●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：小西雅也 ●申込連絡先：090‐8159‐9077 ●申込先E‐mail:ga‐ya.konitan@ezweb.ne.jp【単
発】15日２・３限、16日２・３限

K124 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

K125 これで解決！勉強お悩み相談室 なすけん 大
234 教育・子育
現役塾講師があなたの勉強の悩みを解決します！小学生～高校生、いずれの教科も歓迎します！これで、あなたの「モヤッと」が「スッキリ」に変わる！！＊事前予約も受け付けていますし、当日参加も可能です！！
●定員：15名 ●持ち物：教科書・参考書等 筆記用具 ●申込先：なすけん まで ●申込連絡先：080‐1626‐4081 ●申込先E‐mail:ken‐yuzumaru.mac@docomo.ne.jp【単発】14日３・４限、16
日３・４限

K126 もう戦争はやめませんか 平和の会・守山
（平和の会・守山） 大

238 平和
戦争の悲惨さをパネルや資料で展示します。世界中で多くの人が戦争で傷つき苦しんでいます。人が人を傷つける戦争をなくすことを強くも
とめます。
●定員：なし【展示】16日１～４限

K127 現代最高の奇跡の偉人、エドガー・ケイシー 高橋邦夫
（昭和ブロック） 高

239 人生
奇跡的治療や正確な過去生透視を通じて『人の本性は計り知れない可能性を秘めた不死不滅の存在である』というスピリチュアリズムや宗教が説く根本真理を実証してみせた偉人の生涯と珠玉の人生訓を紹介
します
●定員：25名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記道具（別刷り資料を差しあげます）●申込先：高橋邦夫 ●申込連絡先：052‐762‐3395 ●申込先E‐mail:kunio.taka@yk.commufa.jp【単発】16日３限

K128 ネパールとブータンの文化を楽しもう 藤村昭子 川本妙子
（アスクネット（藤村のみ）） 高

260 英語・国際
アジアの中央高地に住む人 は々どんな暮らしをしているのでしょう。何を食べ、どんなものを着、どんな家に住んでいるのでしょう。料理を試食し
ていただき、紅茶も試飲していただきます。楽しく異文化を体験しましょ。
●定員：40名（先着順）●費用：不要 ●持ち物：不要 ●申込先：不要【単発】16日３限

K129 南米からの贈り物 エル・スエニョ
（大同大学大同高等学校） 大

268 音楽・踊り
ベネズエラ、ボリビア、ペルー、アルゼンチンのフォルクローレの名曲（「コンドルは飛んでいく」など）の演奏に合わせて、各国の音楽や文化に
ついて専門家が解説します。また、楽器の演奏体験も出来ます。
●定員：20名 ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：西岡 佐治 ●申込連絡先：090‐2344‐7025【単発】16日３限

K130 俺の好きな韓国料理レシピ２品。その他 成野 崇四郎 高
275 料理・手芸

手羽元のニンニクスープ。ゆで豚。いずれもコラーゲンいっぱい。スタミナいっぱい
●定員：なし ●費用：100【単発】16日３限

K131 ザリガニ釣りをしよう 日福自然科学部
（日本福祉大学付属高校） 高

294 自然・環境

ザリガニつりをしてみませんか。子ども達集まれ！メダカももれなくプレゼントします。
●定員：なし【単発】16日３限

K132 あなたにもできる和太鼓！講座 日本福祉大学付属高校和太鼓部「楽鼓」
（福祉大付） 高

316 文化・芸能
今年もやります！楽鼓の和太鼓講座。全国大会にも出場している楽鼓の高校生達が楽しく和太鼓を指導します。「１度和太鼓をやってみた
かった」「文化祭でクラスでやりたい」等の思いに応えます。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装で【連続】16日１～４限

K133 災害 竜巻・液状化を実験する 鈴木 東 高
330 理科・実験
今年５月６日午後に茨城県つくば市で、竜巻が発生し、１人が死亡し、37人が負傷した。2011年３月11日の東日本大震災の地震で、揺れた
ため、埋立地を中心に液状化が起きた。これを実験で考えませんか。
●定員：なし（先着順）【単発】16日３限

K134 モンハンやろうぜ！！ 佐野颯飛
（愛工大名電） 大

333 趣味
モンハンやろうぜ！！ごちゃごちゃでスキル重視の装備だろうが、見た目重視のネタ装備だろうが、大歓迎！自慢のエモノを担ぐもよし。新しい武
器に目覚めるもよし。さあ、一狩りいこうぜ！
●定員：なし ●持ち物：PSP【連続】16日３・４限

K135 大人かわいい パワーストンブレス 門脇 久美子 大
378 料理・手芸
幸運を呼ぶ天然石を使って、キラキラゆれるあなただけのオリジナルブレスレットを作りませんか。子どもから大人まで、初心者の方でも簡単に
作れます。
●定員：40名 ●費用：500円 ●持ち物：なし【連続】16日３・４限

K136 ギネスに挑戦しよう！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
383 総合学習

このサマーセミナーで世界一の記録、ギネスを作ろう！
●定員：なし【連続】16日３・４限

K137 巨大プリンを作ろう！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
388 料理・手芸

大きなプリンを作ってしまおう！という夢のような講座です。
●定員：なし ●費用：300円（当日徴収します）【連続】16日３・４限

K138 バトスピやろうぜ～アットホーム版 三輪尚立
（弥富高校） 高

392 趣味

バトスピやろう。あんまりルールをよく知らない人でもウェルカム。みんなでなかよくバトスピやろうよ。
●定員：なし【連続】16日３・４限

K139 Vanguard!!SSC（サマセミ）杯 久保尚輝・小川和希
（享栄高等学校） 大

417 その他
『カードファイト！！ヴァンガード』の非公式大会を行います。※今回は『VFサーキットルール』です。『ブラックスター・ブレード』『ブラスター・ダーク』
『ドラゴニック・オーバーロード』は、使用することができ
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：使用するデッキ、可能ならフィールド持参【連続】16日３・４限

K140 初心者のための楽しいフラダンス 早川志津絵
（ケエナ ハナ フラ シズエ） 高

424 趣味
ハワイの癒しの音楽に合わせてフラダンスを踊りましょう！中腰で骨盤をゆっくり動かすことによりインナーマッスルが鍛えられて、痩せやすい身
体作りのお手伝いします。時間内に簡単な曲が一曲踊れるようになります。
●定員：20名（先着順）【単発】16日３限

K141 LCCって何？～トクなヒコーキ教えます～ 稲熊亮
（東海中学・高校） 高

430 旅行
今、LCC（格安航空会社）が熱い！ホントに安いの？どうして安いの？メリット・デメリットは？利用のコツから知られざるカラクリまで、ヒコーキオタク
な中学生が徹底解説。あなたもオトクに世界へ飛び立とう！
●定員：なし【単発】16日３限

K142 40歳からのK‐POPダンス＆フィットネス 當間 美紀
(AFAA/NPO法人アイディアC体創協会） 大

453 保体・健康
連続講座（単発参加OK)の前半は、簡単なK‐POPダンスレッスン、昼食のあとの後半は、体のストレッチやマッサージ、最後に顔のリンパマッ
サージをして、心も顔も若返って頂きます。動ける服装でどうぞ。
●定員：なし ●持ち物：前半：運動靴、汗拭きタオル 後半：洗顔用タオル【連続】16日２・３限

K143 家庭の食事からの放射線量調査の報告 斎藤勲
（東海コープ事業連合商品安全検査センター） 高

456 その他
福島原発事故から１年以上過ぎました、でも、内部被曝や食品の汚染など気にかかることが多 あ々ります。日生協の「家庭の食事から放射線量調査」の結果報告。そして今
後の食べ物や食の安全についてお話をします。
●定員：50名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記具 ●申込先：愛知県消費者大会 ●申込連絡先：052‐703‐1350 ●申込先E‐mail:abc@mint.ocn.ne.jp【単発】16日３限

K144 仮想歌姫ーボーカロイドのすべて 長澤苑香
（愛知淑徳高等学校） 高

464 音楽・踊り
今、世間で注目を集めているボーカロイド、通称ボカロ。その人気は今や日本だけには留まらず、世界へと広がっています。この機会にボカロ
を知らない人！ボカロについて少し学んでみませんか？
●定員：30名 ●申込先：長澤苑香 ●申込先E‐mail:summer_vocaloid@yahoo.co.jp【単発】16日３限

K145 バレエで、姿勢、歩き方、O脚を正し輝こう 小山みどり
（小山みどりバレエ団）（名東区芸術文化フォーラム） 高

468 文化・芸能
クラッシックバレエの基本の動きの中から、正しい姿勢や歩き方、立ち振舞いを体重の掛け方、重心の置き方で、美しくなり、さらにO脚もその場
で、真っ直ぐになるこつを覚えていただき、美しく輝いて下さい。
●定員：20名（先着順）●持ち物：動きやすい服装【単発】16日３限

K147 安城学サッカー部サッカー教室 安城学園男子サッカー部
（安城学園高校） 高

503 保体・健康

小学生・中学生のサッカー好きの少年・少女！一緒に楽しくサッカーをしましょう。
●定員：なし ●持ち物：動ける服装・ボール・シューズ【単発】16日３限

K148 科学講座2.5 「還りたい空がある」 杉浦 秀一
（岡崎学園） 高

506 理科・実験
こんな実験見たことない！授業では絶対やらない実験の連発！夏休みの宿題もすぐに終わっちゃう！申し込みをしていただけると特典があるので
ぜひお願いします。自由研究も手伝います！科学講座２とは異なります。
●定員：50名 ●持ち物：筆記用具【単発】16日３限

K149 新撰組の歴史について学ぼう！ 聖霊高フェス実行委員会
（聖霊） 高

512 社会・歴史

新撰組に関する色 な々事を発表します。
●定員：なし【単発】16日３・４限

K150 余分な落ち込みを防ぐ心理テクニック 辻雄基
(emprevail（エンプリヴェイル）） 高

513 保体・健康
反省をするときつい自分自身を責めすぎていませんか？それをしてもストレスは溜まる一方です。適切な心との向き合い方を学び、どんなストレスにも耐え抜ける自分作りを始めましょう。
●定員：30名 ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：emprevail（エンプリヴェイル）辻雄基宛 ●申込連絡先：090‐1234‐9954 ●申込先E‐mail:emprevail@gmail.
com ●関連ページ：なし【単発】16日２・３限

K151 iPhoneで映画完全字幕アプリ体験教室 末広朗詩
（スクリーンプレイ） 高

521 英語・国際
名作映画完全セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が名古屋市内にあることをご存じでしたか？ こんどiPhoneやAndroidなど携帯でダウンロードできるアプリを
開発しました。無料体験できます。
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：iPhoneか、Androidか、アプリ使用可能な携帯電話 ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】16日１～４限

K152 東北支援！ハッピーフォトプロジェクト 深井美貴子
（日本福祉大学付属高校国際協力部） 高

529 平和
まずふくしま風評被害について国際協力部生徒が報告します。次にハッピーフォトプロジェクトの報告をします。昨年被災者に届いた世界各
国からのメッセージ。それらを受け取った被災者の皆さんの様子をお伝えします。
●定員：30名 ●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：当日教室にて【単発】16日３限

K153 多機能回復マッサージ＋二足歩行適応体操 カフェルふみ子 シンインテグレーション
（ストレス解放 多機能回復施術プログラム） 高

531 総合学習
体の凝りは白い結合組織にある。ここが固まると骨をずらすこともある。ストレスをため気の通り道でもあるので、緩めると機能回復にもなる。骨
格がまっすぐなほうが重力が加わっても解剖学的に無理なく楽。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装 ●関連ページ：http//ameblo.jp/fumiko【単発】16日３限

K154 original cooking! 愛知淑徳クッキング愛好会奥田真由
（愛知淑徳高等学校） 本

543 料理・手芸

サマーセミナーでオリジナルの「だいふく」を作ってみませんか？料理が苦手な方でもきれいにできて、楽しいかと思います。ぜひ、来て下さい！
●定員：32名（先着順）●費用：200円 ●持ち物：マスク、エプロン、布巾、髪留め【単発】16日３限

K155 「飛ぶ教室」�（学校生活編） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 大

554 教育・子育
聖霊のオーストラリア海外研修について、生徒の体験談や映像も入れながらお話しします。また聖霊ではバイオリンの授業が必修！この場で
挑戦してみましょう。小学生、小学生保護者限定講座です。
●定員：なし【単発】16日３限

K156 「飛ぶ教室」�（人気授業編�） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 高

556 教育・子育
「ミッションスクールの宗教の授業ってどんな感じ？」と思っているあなた。カトリック女子校の「宗教」の授業を体験してみてください。小学生、小
学生保護者限定講座です。
●定員：なし【単発】16日３限

K157 「飛ぶ教室」�（学校行事編�） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 高

557 教育・子育
一年間の学習の成果を試す学年独自の取り組みとして、「頭脳杯」をかけたクイズ大会が行われます。今回はそれを小学生用にアレンジし
て体験できるようにしました。小学生、小学生保護者限定講座です。
●定員：なし【単発】16日３限

K158 「飛ぶ教室」�（英語補習編） 聖霊中学・高等学校教員
（聖霊中学・高等学校） 高

558 英語・国際

高校生を対象にした英文法の復習をします。主にTOEICのリーディングの傾向と対策を紹介し、得点率アップを目指します。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具・辞書【単発】16日３限

K159 「飛ぶ教室」�（数学補習編�） 聖霊中学・高等学校教員
（聖霊中学・高等学校） 高

559 数学・算数

【数学B 数値計算とコンピュータ】の基本事項確認～センター試験過去問題演習を行います。（高校２年生以上対象）
●定員：なし【連続】16日３・４限

K160 「飛ぶ教室」�（勉強お助け編） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 高

560 教育・子育
聖霊では「チューター制」というシステムを導入しており、聖霊卒業＆南山大のお姉さんたちに勉強を教えてもらえる日があります。今回は、宿
題でも何でもどうぞ！小学生と中学生、小学生保護者限定講座です。
●定員：なし【連続】16日３・４限

K161 「跳ぶ教室」�（バドミントン部編） 聖霊バドミントン部
（聖霊中学・高等学校） 大

570 保体・健康
小学生限定のバドミントン講座。楽しいバドミントンから、県大会出場者と対決する本格的試合まで、聖霊中学・高校のバドミントン部のお姉さ
んたちと対決できます。
●定員：なし【連続】16日３・４限

K162 アニメアフレコ講座 声優タレントコース講師
（専門学校日本マンガ芸術学院） 大

571 文化・芸能
専門学校日本マンガ芸術学院の声優タレントコース講師（プロ）によるアニメ・アフレコ講座。アニメーション映像に合わせてリアルな台本（抜粋）を使った現場さながらの本格レッスン。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：特に無し ●申込先：専門学校日本マンガ芸術学院 ●申込連絡先：0524832661 ●申込先E‐mail:info@ndg‐nagoya.ac.
jp ●関連ページ：http://nmg‐nagoya.ac.jp／【単発】16日２～４限

K163 「跳ぶ教室」�（チアリーディング部編） 聖霊チアリーディング部
（聖霊中学・高等学校） 大

572 保体・健康

小学生限定のチアリーディング講座です。チアを体験してみたい人、来てくださいね。
●定員：なし【連続】16日３・４限

K164 「跳ぶ教室」�（卓球部編） 聖霊卓球部
（聖霊中学・高等学校） 高

573 保体・健康

卓球をやりたい人たち、集まれ！中学生が中心となって、卓球を１からやさしく楽しく教えます。小学生限定講座です。
●定員：なし【連続】16日３・４限

K165 「跳ぶ教室」�（科学研究同好会編） 聖霊科学研究同好会
（聖霊中学・高等学校） 高

576 理科・実験

小さい子どもから大人まで楽しめるしゃぼん玉をつくって、みんなであそぼう！
●定員：なし【連続】16日３・４限

K166 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

581 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】16日１～４限

K167 劇団ゆりのき プレゼンツ 日本福祉大学付属高校演劇部 高
585 その他

普段練習で行っている発声練習を一緒にします。
●定員：15名（先着順）●持ち物：体操服【単発】16日３・４限

K168 こころとからだがやわらぐ自力整体 深谷桂子 高
590 保体・健康
簡単な「セルフマッサージ」です。深い呼吸とともにツボを刺激したり体をねじって揺すって脱力して気の流れを良くします。運動の苦手な方や
体の固い方でも大丈夫。眠くなるくらい気持ちよくなれます。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装でバスタオルと長いタオルをお持ちください。【単発】16日２・３限

K169 あなたも楽器のお医者さん♪リペア体験！ 鷲見
（中部楽器技術専門学校） 高

592 芸術・工芸
楽器は日頃のメンテナンスが大切。細かな調整や消耗品の交換といった場面が出てきます。あなたが楽器のお医者さんになってリペア体験をしよう♪構造も知ることができ、楽器博士になれるかも！
●定員：15名 ●費用：なし ●持ち物：なし ●申込先：中部楽器技術専門学校（要予約・詳細はお問い合わせください。）●申込連絡先：052‐741‐6788 ●関連ページ：http://www.
chubugakki.ac.jp／【単発】16日２・３限

K170 片づけなくてもいい技術で暮らしが変わる 家事セラピスト 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

606 料理・手芸
どんなに収納術を学んでもすっきりしない。それは「すっきり」を勘違いしていたからでした。モノと私のかかわり方を見つめ直すと、本当のすっき
りに気づきます。今日から暮らしを変えられる目から鱗のセミナーです。
●定員：なし【単発】14日３限、16日３限

K171 名張毒ぶどう酒事件‐なぜえん罪は起るのか 田中 哲夫
（東邦高校） 高

632 その他
足利事件、布川事件など、次 に々再審の扉が開かれ、裁判の誤りが明らかになっている。事件から51年という長期にわたる「名張毒ぶどう酒
事件」の行方はどうなるのか。最新の情報をお話しします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日３限

K172 子どもモノづくり教室！メモスタンドの製作 県立名南工業高等学校 高
636 芸術・工芸
真鍮といわれる金属を加工して、メモスタンドを作ります。真鍮は金色に近く光沢もあり、とても美しい金属で、穴を開けたり、曲げたりして、オリ
ジナルメモスタンドを作ってみませんか。※対象年齢：小４～中２位迄
●定員：なし ●費用：無料【単発】16日１～４限

K173 数学の魅力 川端 大士 高
654 数学・算数
数学の魅力がわからないけど、「見出してがんばっていきたい」と思っている皆さんを募集します。魅力を見出せた人の体験談も交えたいの
でぜひ参加してみてください。お待ちしております。
●定員：20名（先着順）●持ち物：筆記用具【単発】16日３限
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K174 元志願兵が伝えたいこと 田辺登志夫
（アースネット・なごや） 高

671 平和
戦前戦後の体験を通して、平和と自由の大切さと、今、何をめざして生きるべきか、未来への希望を求めて次世代に語り継ぎたい。
●定員：40名 ●費用：０●持ち物：なし ●申込先：田辺登志夫 ●申込連絡先：052‐852‐2776 ●申込先E‐mail:mitsu‐im@yk.
commufa.jp ●関連ページ：http://y‐kuro.sakura.ne.jp/earthnet‐nagoya/index.htm【単発】16日２・３限

K175 自傷行為と生きていくこと 藤原大悟 高
673 人生
２年前と同じタイトルでだしてみました。自傷行為という非常に難しい問題を高校生が語ります。重い話題なので、あえてフレンドリーにいきま
す。
●定員：なし【単発】16日３限

K177 変われる方法！！ 長田知之 高
713 人生
今の自分を変えたい・・・でもなかなか変われない。そんな経験ありませんか？実はちゃんと理由があるんです。なんで変われないのか、どう
やって変われるのかをわかりやすくお伝えします。
●定員：なし【単発】16日１～４限

K178 人生が開けるコミュニケーションの魔法 服部 美記
（士志の会） 高

727 教育・子育
ちょっとしたコミュニケーション術を知っておくと、毎日が楽しくなる！人生が開けてくる！出会いも増える！尊敬する人たちと友人になれる！子どもの
頃から身に付ければ、就職にも強くなる！！
●定員：なし（先着順）●関連ページ：http://www.sisinokai.com【単発】16日３限

K179 『 福島の“イマ”と生きる 』 愛チカラ 御堂大貴
（東日本大震災復興支援団体 愛チカラ） 高

729 社会・歴史
人のいない町。小学校に集められた瓦礫の山。母校でなく避難先の大学で授業を受ける高校生。自分の目で見て感じた、テレビでは知るこ
とのできない福島県のリアルな現状を、１人でも多くの人に知ってもらいたい。
●定員：なし ●費用：（なし）●関連ページ：http://www.ai‐chikara.com【単発】16日３・４限

K180 マジックだよ☆全員集合！！ 南山男子奇術部
（南山男子部） 高

743 文化・芸能
テーブルマジックやステージマジックはもちろんのことイリュージョンまで披露します！簡単にできて盛り上がるトランプマジックなども教えますので
皆さんお気軽に御参加下さい。人体浮遊体験してみませんか～？（笑）
●定員：40名（先着順）●費用：無し ●持ち物：できればトランプ。【単発】16日３限

K181 きっぷのあれこれ 長嶋＋山盛
（安城学園高校教員＋JR東海社員） 高

794 旅行

私達が普段何気なく使っているJRのきっぷについて、そのきっぷの種類や表示、効力・ルールなどを紹介します。
●定員：なし【単発】16日３限

K182 芸能人の基本の心得８カ条 Karma Nature 大
798 文化・芸能
この講座は、アイドルやミュージシャンや俳優や声優など、芸能人を目指す人にとって必要で重要な心得をお伝えする講座です。そして、この
講座内容は、芸能界だけでなく、一般社会でも必ず役立ちます。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://art‐publication.toypark.in／【単発】16日３限

K183 日本の文化（茶道）を学びませんか 中京大学附属中京高校茶道部
（中京大学附属中京高校） 大

820 文化・芸能
お菓子の取り方、お抹茶の飲み方を教えます。日本の伝統芸能の一つである茶道を体験することによって、日本文化のよさを知っていただこ
うと思います。
●定員：なし ●費用：100円【単発】16日３・４限

K184 算数おもしろ講座・円とおうぎ形 森 靖之
（東海中学・高校） 大

824 数学・算数
中学受験の基礎としての円とおうぎ形を扱います。楽しい授業をめざすので、小学生から大人まで幅広い参加を期待します。筆記用具持参
で参加してください。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日３限

K185 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

860 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

K186 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

866 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

K187 激動の時代 私達の利用する小賣店を追う 渡辺 昭之
（生涯学習名東の会） 高

880 情報・商業
私達の暮らしに欠かせない消費生活。私が過ごした小売体験を時代の移り変わりを次の世代に伝えたい。戦後の苦労から最近の激動の時
代に生きる皆さんと一緒に考えながら話しましょう。
●定員：30名 ●持ち物：筆記用具【単発】16日３限

K188 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

K189 ２次関数でクッキング 今井啓智
（豊橋中央高等学校） 高

935 数学・算数
放物線の焦点について学ぶと共に、放物曲面で太陽の光を集めてクッキングに挑戦してしまおうという講座。数学の勉強をしながら講座当日
が晴れないと困っちゃう講座です。
●定員：15名 ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具、タオル、帽子【単発】16日３限

K190 ジャグリングを体験してみよう 東海中学ジャグリング愛好会
（東海中学） 大

948 趣味
簡単なジャグリングの技を練習します。少し練習すればできるようになるものばかりです。東海中学の生徒が丁寧に教えるので、ぜひ来てくだ
さい。
●定員：なし【連続】16日３・４限

K191 恋する映画 黒柳貴夫
（安城学園高校） 高

950 国語・文学

滅びゆくかも知れない映画文化を守るために、足しげく映画館に通っています。映画の映画の魅力についてみんなで語りませんか。
●定員：なし【単発】16日３限

K192 女子高生が考える企業戦略 愛知県高校生フェスティバル
（愛知県高校生フェスティバル） 高

951 社会・歴史
今、急成長しているユニクロ、マクドナルド、スタバetc．これらの企業が急成長してる理由は企業の戦略とアイデア！これを女子高生からの目
線で分析してみたいと思います！大企業の社長になったつもりで考えよう！
●定員：なし ●費用：０円 ●持ち物：筆記用具【単発】16日３限

K193 演劇部になろう☆ 金城学内フェス 高
974 その他

発声からミニ劇まで！１日だけ演劇部になりませんか（＾＿＾）♪
●定員：なし【単発】16日３限

K194 心理テストで本当の自分 金城学内フェス 高
982 その他

心理テストで「本当の自分」を見つけましょう（＾＿＾）♪
●定員：なし【単発】16日３限

K195 食卓の支配者 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
996 科学・技術
私たちが何気なく口にする食べ物。実はそのほとんどが一部の大企業に支配されているのを知っているだろうか。生産者を服従させつつ、世
界にその力を広げようとしているのだ。
●定員：なし【単発】16日３限

K196 夏休み☆お誕生日会！ メイヤー万里子・河島美輪子 高
1000 その他
７月８月生まれのあなた！学校でお誕生日を祝われる同級生を見て羨ましいと思いません？！だが、ここでついに、あなたの夢が叶います！７月、８
月生まれの子はここへ大集合！みんなでわいわいお誕生日を祝いましょう
●定員：なし【単発】16日３限

K197 綿菓子器づくり 有賀孝憲
（名古屋工業高校） 大

1008 科学・技術
綿菓子の原理がわかりたべられる。アルミ缶でつくる綿菓子器づくりです。
●定員：25名 ●費用：500円 ●持ち物：アルミ缶＋500円 ●申込先：有賀孝憲 FAX0568‐84‐5122 ●申込連絡先：090‐3424‐
5945 ●申込先E‐mail:aruga@ma.ccnw.ne.jp【単発】16日３・４限

K198 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1018 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

K199 ☆GENKIREI サモアダンス☆ 円 之門 高
1026 音楽・踊り
南太平洋に浮かぶ常夏の島サモアで生まれたサモアダンス。ハワイアンフラやタヒチダンスのルーツとなった伝統的な踊りです。明るく陽気な
音楽に合わせて踊れば・・・。魂に響く不思議な踊り！一緒に楽しみましょう！
●定員：なし【連続】16日３・４限

WK01 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WK02 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WK03 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WK04 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WK05 世界の中心の狭間 中東 桐生 佳子 安江 累 フ
307 社会・歴史
中東と聞いて何を思い浮かべますか？30年以上内戦が続くアフガニスタンの人 の々暮らし、イスラムの教え、私たちの知らないことは多い。難
民支援、アラビア語通訳の二人から聞きます。
●定員：なし ●集合場所：名古屋国際センター４F第３研修室 ●集合時間：13:00【単発】16日３限

WK06 国語科”鏡花”懇～フィールドワーク編～ 国語科教科懇 フ
403 国語・文学
今回は、名前は知っているけど意外と読んだことのない文豪、”泉鏡花”にスポットを当て、ゆかりの地金沢を訪れます。
●定員：10名（先着順）●申込先：高木雅敏（国語科教科懇）●申込先E‐mail:masa9106@hotmail.com ●集合場所：参加者に直接
連絡致します ●集合時間：08:00【単発】16日１～４限

WK07 川へ行こう 安城学園 理科
（安城学園） フ

437 自然・環境
今年も安城学園発のフィールドワーク講座が開講します。夏の暑い１日を水辺で涼しく過ごしてみませんか？集合・解散場所は安城学園高校です。
●定員：25名（先着順）●費用：5000円 ●持ち物：ビーチサンダル・タオル・濡れてもよい服・クーラーボックス ●申込先：安城学園高校 和田 ●申込連絡先：
090‐4466‐9256 ●申込先E‐mail:shield‐and‐sword@ezweb.ne.jp ●集合場所：安城学園高校 南館前 ●集合時間：08:00【連続】16日１～４限

WK08 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WK09 算額を奉納しよう！ 数学科教科懇談会 フ
656 数学・算数
教科懇で作成した「算額」を、岡崎にある六所神社に奉納します。奉納の儀式を見たい人、集まれ！
●定員：25名（先着順）●申込先：東海中学高校 伊藤友則 ●申込先E‐mail:tomovision@hotmail.com ●集合場所：六所神社（名鉄
東岡崎駅徒歩10分）●集合時間：12:30【単発】16日３・４限

WK10 フィギュアスケートの魅力とリンク見学 渡辺伸雄
（中京大中京高校） フ

787 保体・健康
フィギュアスケートの魅力や観戦方法について、中京大学アイスアリーナを見学し、選手の実演も観ながら紹介します
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：真冬並の防寒具 ●申込先：渡辺伸雄 ●申込連絡先：052‐761‐5311 ●申込先E‐mail:
watanabe@chukyo.ed.jp ●集合場所：中京大学豊田学舎アイスアリーナ ●集合時間：13:30【単発】16日３・４限

WK11 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WK12 ディベート観戦講座 全国教室ディベート連盟東海支部
（全国教室ディベート連盟東海支部） フ

832 総合学習
ディベートをもっと理解したいみなさんに、中学生が出場するディベート大会の試合を観戦する講座を企画しました。金城学院大学W９号館に９時半集合です。詳しくはNADE東海支部HPをご覧下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具・昼食 ●申込先：下記E‐mail宛に、次の内容を記載の上、７月12日（木）までにお申し込み下さい。件名「ディベート観戦講座」、内容：�氏名（参加者全員）、�所属 ●
申込先E‐mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ：http://www.kinjo‐u.ac.jp/futasugi／ ●集合場所：金城学院大学W９号館 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

WK13 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WK14 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WK15 障がいがあっても地域と共に 青空の家職員と利用者と地域のひとびと
（社会福祉法人ゲマインダハウス青空の家） フ

1030 福祉・養護

知的障がい者の人たちといっしょに汗をかきながら、地域と共に生きるってどんなどんなことかをいっしょに考えよう！
●定員：なし ●集合場所：高蔵寺駅南口 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

L001 ナノカーボンの世界～研究は好奇心と偶然から～ 篠原久典
（名古屋大学大学院理学研究科科長 教授） 高

219 科学・技術
フラーレン、カーボンナノチューブやグラフェンと言う、ナノカーボンと呼ばれる21世紀の科学と技術を担う新物質の発見の物語を平易に語りた
い。そこでのキーワードは好奇心と偶然、であった。
●定員：なし【単発】16日４限

L002 私はこうして苦境を乗越えた・孫正義に学ぶ 佐野眞一
（ノンフィクション作家） 大

281 社会・歴史
東日本大震災に際して百億円を寄付し、自然エネルギー財団も設立した孫氏。ベストセラー『あんぽん孫正義伝』に描かれ、スティーブ・ジョ
ブズの生涯に劣らず感動的な生き様を著者の佐野氏が語ります。
●定員：なし【単発】16日４限

L003 絵本をつくりましょう。 舩津涼子
（国連WFP協会なごや） 高

124 平和
WFPでは世界の飢餓の現状を多くの方 に々知らせる活動もしています。その一つの方法として、今回は絵本をつくってみませんか？作りかたは
丁寧にお教えします。後はあなたの絵心しだい。（材料は用意してあります）
●定員：なし【連続】16日３・４限

L004 WFP世界学校給食プログラム写真展 国連WFP協会なごや 高
125 平和

国連WFPが取り組む「学校給食プログラム」の様子を写真で紹介します。
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

L005 歌を朗読してみよう Part３ 石田麻利子・大橋浩二
（フリーアナウンサー・愛工大名電高校） 高

130 国語・文学
歌を朗読と歌唱で聞き比べ。すると不思議なことに今まで気づかなかった歌詞の伝えたいことが聞き取れるようになります。今年もフリーアナウ
ンサーで朗読家の石田麻利子さんを招いての心地よい朗読の世界をどうぞ。
●定員：なし【単発】16日４限

L006 医者になるためにみんなが知っていないこと 浅海 嘉夫
（北医療生協 北病院 内科医師） 高

134 ～なるには
医学部合格のコツもお話ししましょう。でも医者にかかるだけでは気がつかない、ドラマ、アニメだけでは分からない医者の仕事も教えます。医
者になるのは確かに大変だけど、それでもなりたいあなたへ・・・。
●定員：なし【単発】16日４限

L007 ケニアの医療・教育事情 アフリカ支援アサンテ ナゴヤ
(WADN実行委員会） 高

93 保体・健康
あなたは知っていますか？１日１ドルで家族数人が暮らしていることを！医療から見放されている人たちがいることを！そして何より勉強したいの
に、ノートも鉛筆も、学校もない子ども達がいることを！
●定員：35名（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://asante‐nagoya.com【単発】16日４限

L008 知っているようで知らない介護、介助とは？ 山本 舞
（いちねんいちくみ） 高

105 福祉・養護
自分が介護する立場、される立場になった時に利用・おこなう介護・介助。知っているようで知らない介護・介助について知ってみませんか？
説明します。
●定員：なし【単発】16日４限

L009 宮沢賢治の童話を読む 藤原 和好
（三重大学名誉教授） 大

297 国語・文学
宮沢賢治の童話は、「風の又三郎」「銀河鉄道の夜」など、いずれも読む者の心を引きつけますが、何を言いたいのかさっぱり分からないとい
う人が多いようです。賢治は何を描きたかったのでしょうか。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日４限

L010 太陽に負けないウォーターコントロール 葛原憲治
（愛知東邦大学） 大

384 保体・健康
今話題になっている熱中症を取り上げ、応急処置や熱中症予防対策ポイントを中心に勉強します。私たちと熱中症について勉強し、楽しく快
適な夏休みを過ごしませんか？ アシスタント向所瑞枝 愛知東邦大ATTO３年
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 普段飲んでいるスポーツドリンクの名称【単発】16日４限

L011 文化としての葬儀─葬儀とは何かを考える 北島 義信
（四日市大学名誉教授・正泉寺国際宗教文化研） 大

524 その他
最近、葬儀形態が大きく変化し、東京23区では、葬式をしない葬送（「直葬」）が３割近くになっています。なぜ、このような現象が起きているの
でしょうか？講義では現代における葬儀の意味・役割について語ります。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日４限

L012 アトピー性皮膚炎最新情報 松永佳世子
(藤田保健衛生大学医学部皮膚科教授） 大

597 福祉・養護
紫外線や汗でアトピーが悪化していませんか？薬はどれだけ使うのかな？石鹸は大丈夫かな？スキンケアってどうするの？素朴な疑問から最
新情報まで藤田保健衛生大学皮膚科教授松永先生にお話しして頂きます。
●定員：なし【単発】16日４限

L014 あしたの自分にラブレターを書こう！ 古市久子
（愛知東邦大学人間学部） 大

918 教育・子育
あしたの自分に絵手紙を書きませんか。講座ではことばと絵を、葉書大の用紙に描き、それに切手を貼って、投函します。受け取ったあなたの
人生が輝きを増しますように！色鉛筆・用紙・筆は用意しています。
●定員：15名 ●費用：150円（切手代を含む）●持ち物：描きたい絵やことばのイメージ【単発】16日４限

L015 日本語と漢字 橋本 博孝
（三重大学教授） 大

956 国語・文学
私達が毎日使っているのは、漢字かな交じり文という書き方で、すでに千年の歴史を持ちます。近年は、名前などに無理な読みをあてる例も
増えています。日本語の中で漢字が持つ意味について、あらためて考えます。
●定員：なし【単発】16日４限

27記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク
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L016 脳と体が喜ぶダイエット 浅野 あや子
(（有）クウィーポインターナショナル） 大

1021 保体・健康
偏った食事や食べない事で、体力や気力の減少、生理的なトラブルなどを起こすケースが増えています。でも、食事と簡単な運動で脳を喜ば
せてあげるとダイエットも学習も短期集中で効果が・・・
●定員：なし【単発】16日４限

L101 応急手当を見て・聞いて・感じて2012 トライハートなごや
（なごや応急手当を普及する会） 高

２ 福祉・養護
胸骨圧迫やAEDの取扱いが体験出来ます。医療は日進月歩です。心肺蘇生法も今年手順が変わりました。過去に体験した方でもAEDを知っている人でも「復習」として来てください。体験は短時間なのでお気軽に。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●申込先：事前申し込み不要。当日講座場所にて随時受付。●申込先E‐mail:tryheart99@yahoo.co.jp ●関連ページ：http://tryheart99758.web.fc２．com／【展
示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

L102 漢字deクイズ 加藤伸夫
（同朋高校） 高

５ 国語・文学

小学６年生が中学入試に向けて勉強する「慣用句」、「ことわざ」から出題。高校生でも意外に難しいよ。君も挑戦してはどうですか？
●定員：なし【単発】16日４限

L103 浮世絵勉強会 “～本来の日本人へ～” 水田資朗
(ART TREK) 高

７ 国語・文学
＊浮世絵の素晴しさ＊ゴッホの願い、絵に込めたメッセージ＊本来の日本人とは？お伝えいたします。
●定員：100名（先着順）●費用：300円 ●申込先：ART TREK ●申込連絡先：052‐704‐0470 ●申込先E‐mail:info@art‐trek.
jp ●関連ページ：http://art‐trek.jp【単発】15日４限、16日４限

L104 夏色ビーズ屋さん2012! 井上順子
（瑞穂ブロック） 大

12 趣味
サマセミに今年も登場「夏色ビーズ屋さん2012！」、暑い季節にぴったりのデサインがいっぱい、ワンコインレッスンで手作り感あり！ きっと、楽し
い夏のおしゃれアイテムが増えますよ。GO GO SUMMER
●定員：20名（先着順）●費用：500円 ●持ち物：なし【連続】16日３・４限

L105 高速道路交通安全セミナー～安全・安心・～ 杉本憲生
(NEXCO中日本） 高

30 総合学習
ご家族とのドライブの際に万一のトラブルが起こった場合など、高速道路の安全・安心・快適なドライブをするためのノウハウについて、学習します。対象は、小学生高学年、中学生、高校生、一般の方 で々す。
●定員：40名 ●費用：無料 ●持ち物：優しさ、まごころ ●申込先：NEXCO中日本 高速道路交通安全セミナー事務局 ●申込連絡先：052‐222‐1430 ●申込先E‐mail:n.sugimoto.aa@c‐nexco.
co.jp ●関連ページ：http://www.c‐nexco.co.jp/info/17.html【単発】16日４限

L106 2012杜若でGO！！ 東邦編 杜若高校 鉄研
（杜若高等学校） 大

35 趣味
今年もやってきました。杜若でGO！！初めての方大歓迎です。Nゲージ鉄道模型の運転体験ができます。持ち込みも可能です。特に初日の１限
はレイアウトが部員と共に楽しめます。
●定員：なし ●持ち物：Nゲージ鉄道模型持ち込み可能【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

L107 カラフル・アイシングでクッキーをデコろう 池上あきこ・矢野章子
（南山男子部・昭和ブロック） 高

40 趣味
カラー・アイシングを使って、クッキーをデコレーションしましょう。親子でのご参加も歓迎です。卵・小麦粉アレルギーの方はご注意ください。予約優先。メール予約の場合は確認の返信メールを以て予約完了
です。
●定員：20名（先着順）●費用：500円（予約優先）●持ち物：エプロン ●申込先：池上・矢野 ●申込連絡先：090‐9185‐8052 ●申込先E‐mail:mc_ikeco@kzh.biglobe.ne.jp【単発】16日４限

L108 今、中国が熱い！！ 雪吹明日香、趙？雅と仲間たち
（豊川高校） 高

62 英語・国際

私たちは、中国生まれの高校生です。中国のことをちょっと勉強しませんか？
●定員：なし ●持ち物：筆記用具【単発】16日４限

L109 ポッカレモン大学 株式会社ポッカコーポレーション 稲垣和志
（株式会社ポッカコーポレーション） 大

75 社会・歴史
レモン製品を発売して55年の歴史を持つポッカが、レモンに関わる歴史や食文化を始め、健康価値の研究結果などを楽しく・分かりやすくお
伝えします。
●定員：なし（先着順）●費用：０円 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://pokka.jp/lemon_chikara／【単発】16日４限

L110 お好きなものにデコレート＆マカロンリース 愛知淑徳父母懇
（愛知淑徳父母懇） 高

84 趣味
手鏡や小物入れなどをお花やリボンなどでデコレートして自分だけの素敵な作品を作りませんか？リボンを波縫いして簡単かわいいマカロン
リースの講座も同時に開催♪ ぜひ乙女な気分を味わってください。
●定員：なし ●費用：500円【連続】16日１～４限

L111 体と心を癒すホメオストレッチ 幸せの種愛知 近藤節子 高
86 趣味
ホメオストレッチは、脳の疲労を改善し、体と心を癒すことができます。ストレス社会の中でもイキイキと生活できるファミリーケアを習得してみま
せんか。
●定員：なし【連続】16日３・４限

L112 放射線を見てみよう 中部原子力懇談会
（日本科学技術振興財団） 高

97 理科・実験
普段は目に見えない放射線を「霧箱」と呼ばれる実験器具を手作りして観察したり、身の周りにある放射線を簡単な測定器を使って実際に測ってみたりしながら、放射線について知識を深めましょう。
●定員：40名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具 ●申込先：中部原子力懇談会 ●申込連絡先：052‐223‐6616 ●申込先E‐mail:cac.mail@chugenkon.org ●関連ページ：http://
www.chugenkon.org【単発】16日２～４限

L113 絶品！！ 手作りこんにゃく 石川千鶴子 菅沼章
（享栄高校） 高

108 料理・手芸
こんにゃく芋をすり下ろして、こんにゃくを作ります。こんにゃくがこんなに美味しいものだとは…おどろきです。もうあの板こんにゃくには戻れません。絶品こんにゃくに挑戦してみませんか。お持ち帰りたくさん。
●定員：10名 ●費用：１人2000。高校生は1000で二人一組も可。●持ち物：エプロン、ゴムの長手袋。必ず下記アドレスまでお申し込みください。●申込先：菅沼 章 ●申込連絡先：080‐5105
‐1894 ●申込先E‐mail:a1230@ma.ccnw.ne.jp【連続】16日３・４限

L114 僕と契約してコミケに行こうよ！（後編） 川崎高介
(FORコミニケット） 高

137 趣味
同人誌・同人ゲーム・コスプレ・痛車等自己表現の方法は無限大。コミケに行って見て触れて感じる事が一番大切！楽しく有意義に過ごす為の方法や移動手
段等を紹介。最大限感動する機会は自分で掴め！
●定員：50名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記用具。有れば自作の同人誌、各種メディア等 ●関連ページ：http://www.comike.jp／【単発】16日４限

L115 パソコンによるオーラ測定 大崎 学
（有限会社オオサキ） 高

143 その他
オーラとは？人・動物・植物に至る生命エネルギーの一種です。オーラを知ることにより、現在のあなたのエネルギーの強さ・思考及び行動パ
ターン・精神状態などを知ることができます。
●定員：なし ●費用：500円【単発】16日１～４限

L116 スピリチュアルカウンセリング講座 三田純
（名古屋コミュニティ活性会） 高

157 人生
人は自分が信じている通りの人生を創り出します。でも、もし思い通りになっていないとしたら。グループトークを通し、スピリチュアル心理学の立
場からその原因を探り、自分の人生を取り戻すお手伝いを致します。
●定員：20名【連続】16日２～４限

L117 講座「こままわし」と講座「サモアダンス」 河村実、深尾絹代
（享栄高等学校） 高

165 音楽・踊り
大人から子どもまで楽しくこまをまわして遊んでみませんか。まわしたことがない人もまわせるようになります。そして、そのあとサモア（ハワイ）ダン
スを楽しみませんか。
●定員：なし【連続】16日１～４限

L118 震災と戦争展～東南海・三河・東日本大震災 戦争と平和の資料館ピースあいち
（戦争と平和の資料館ピースあいち） 高

232 平和
戦争末期に東海地方を襲った東南海地震と三河地震。死者は3500名以上に及んだ。が、被害実態は報道規制で国民に知らされなかった。
戦時下の地震を振り返り、3.11と原発事故の情報の問題をも考えるパネル展示
●定員：なし ●関連ページ：http://www.peace‐aichi.com／【展示】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

L119 これで解決！勉強お悩み相談室 なすけん 大
234 教育・子育
現役塾講師があなたの勉強の悩みを解決します！小学生～高校生、いずれの教科も歓迎します！これで、あなたの「モヤッと」が「スッキリ」に変わる！！＊事前予約も受け付けていますし、当日参加も可能です！！
●定員：15名 ●持ち物：教科書・参考書等 筆記用具 ●申込先：なすけん まで ●申込連絡先：080‐1626‐4081 ●申込先E‐mail:ken‐yuzumaru.mac@docomo.ne.jp【単発】14日３・４限、16
日３・４限

L120 もう戦争はやめませんか 平和の会・守山
（平和の会・守山） 大

238 平和
戦争の悲惨さをパネルや資料で展示します。世界中で多くの人が戦争で傷つき苦しんでいます。人が人を傷つける戦争をなくすことを強くも
とめます。
●定員：なし【展示】16日１～４限

L121 日本を大災厄から救った史上屈指の偉人たち 高橋邦夫
（昭和ブロック） 高

240 人生
蒙古軍の侵略から日本を救った日本史上最大の人物北条時宗やロシアのバルチック艦隊の襲来を不動の信念で撃退した日本海軍の至宝秋山真之海軍将校をはじめとする本物の偉人や名将に共通する勇気や智恵
の源とは？
●定員：25名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：筆記道具（別刷り参考資料を差し上げます）●申込先：高橋邦夫 ●申込連絡先：052‐762‐3395 ●申込先E‐mail:kunio.taka@yk.commufa.jp【単発】16日４限

L122 加藤式実践占学手相教室 中島文子 高
257 趣味

家族や自分の健康チェックをするように、自分でみる手相を覚えて、生活チェックをしてみませんか？
●定員：30名（先着順）●持ち物：筆記用具【単発】16日４限

L123 感情豊かなピアノ演奏をするために�� 伊藤 伸明 大
314 音楽・踊り
トークコンサートです。親しみやすいクラシックを、そしてポップスやジャズも交えて、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。ピアノの弾ける人も
弾けない人も気軽にご参加下さい。
●定員：なし【単発】16日４限

L124 あなたにもできる和太鼓！講座 日本福祉大学付属高校和太鼓部「楽鼓」
（福祉大付） 高

316 文化・芸能
今年もやります！楽鼓の和太鼓講座。全国大会にも出場している楽鼓の高校生達が楽しく和太鼓を指導します。「１度和太鼓をやってみた
かった」「文化祭でクラスでやりたい」等の思いに応えます。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装で【連続】16日１～４限

L125 １年たった今、被災地にメッセージを！！ 名経大高蔵中学校
（名経大高蔵中学校） 高

331 特別活動

みんなで千羽鶴を折り、その中にメッセージを書き、３・11で被災された方 に々送る
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【単発】16日４限

L126 モンハンやろうぜ！！ 佐野颯飛
（愛工大名電） 大

333 趣味
モンハンやろうぜ！！ごちゃごちゃでスキル重視の装備だろうが、見た目重視のネタ装備だろうが、大歓迎！自慢のエモノを担ぐもよし。新しい武
器に目覚めるもよし。さあ、一狩りいこうぜ！
●定員：なし ●持ち物：PSP【連続】16日３・４限

L127 化石燃料と新エネルギーを通してみる世界 初鹿野 元紀
（南山高等学校男子部） 高

334 総合学習
ガソリンや衣服はもちろん、一部の薬や食品添加物も石油から作られています。この講座は、石油等の化石燃料と太陽光発電の新エネル
ギーの楽しみ方を紹介する楽しくも真面目な講座です。少し原子力発電にも触れます
●定員：なし【単発】16日４限

L128 遊戯王デュエルアカデミア 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
344 趣味

遊戯王のデュエルスペース配置。デュエルに関する豆知識の問題も出題♪お気軽に来てください♪
●定員：なし【単発】16日４限

L129 こんな時どうする～好きな人が…だったら～ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
347 人生

あなたはこんなシチュエーションになったことはありますか？例えば、好きな人と。仲のいい友達と。こんな時、あなただったらどうする！？
●定員：なし【単発】16日４限

L130 ????K‐pop 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
367 文化・芸能

皆が好きなK‐pop！デビューまでの道のりを皆で話し合います。もっとK‐popを愛しましょう！K‐popペン集合～！
●定員：なし【単発】16日４限

L131 女子会 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
371 その他
女の子だけでいろいろ語っちゃお！！っていうコーナーです。女の子だから話せること！知らない人とでも、話せる話をみんなでしちゃお！！っていう講
座です。
●定員：なし【単発】16日４限

L132 KAWA'sキッチン～食べ盛りの君達へ～ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 本
373 料理・手芸

毎日、大変なお母様方そして彼氏に何か作ってあげたい系女子の皆さんのために河村が簡単で手軽な料理を紹介します！
●定員：25名 ●費用：300円（当日徴収します）【単発】16日４限

L133 大人かわいい パワーストンブレス 門脇 久美子 大
378 料理・手芸
幸運を呼ぶ天然石を使って、キラキラゆれるあなただけのオリジナルブレスレットを作りませんか。子どもから大人まで、初心者の方でも簡単に
作れます。
●定員：40名 ●費用：500円 ●持ち物：なし【連続】16日３・４限

L134 Let'sボランティア！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
382 福祉・養護
ボランティアについて、皆さんはどう思いますか？それについて知ろうと思いませんか！この講座は、ボランティア活動をしている人をお招きしたり
してボランティアについて楽しく真剣にやりますよ♪
●定員：なし【単発】16日４限

L135 ギネスに挑戦しよう！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
383 総合学習

このサマーセミナーで世界一の記録、ギネスを作ろう！
●定員：なし【連続】16日３・４限

L136 巨大プリンを作ろう！ 愛知県高校生フェスティバル・サマップ 高
388 料理・手芸

大きなプリンを作ってしまおう！という夢のような講座です。
●定員：なし ●費用：300円（当日徴収します）【連続】16日３・４限

L137 バトスピやろうぜ～アットホーム版 三輪尚立
（弥富高校） 高

392 趣味

バトスピやろう。あんまりルールをよく知らない人でもウェルカム。みんなでなかよくバトスピやろうよ。
●定員：なし【連続】16日３・４限

L138 初心者向き「古典講読」 安城学園高校３年古典講読選択
（安城学園高校） 高

408 国語・文学
古典が好きな女子高生10名が自分たちで選んだ古典作品で授業をします。竹取物語？大鏡？伊勢物語？源氏物語・・・？何をやるかは当日
のお楽しみ。どうぞ来てください。きっと古典が好きになれます。
●定員：20名 ●申込先：安城学園高校 ●申込連絡先：0566‐76‐5105【単発】16日４限

L139 アート×障がい者＝HAPPY! 山口未樹
(NPO法人ポパイ） 高

409 福祉・養護
今、障がい者が生んだアートがあちこちで注目を集めています。アートがどのように生まれ、人 に々どのようなHAPPYをもたらすのか？ 制作過
程から障がい者の変化、アート作品に触れた人 の々驚きと感動を伝えます
●定員：なし ●関連ページ：http://mo‐ya‐co.info／【単発】16日４限

L140 Vanguard!!SSC（サマセミ）杯 久保尚輝・小川和希
（享栄高等学校） 大

417 その他
『カードファイト！！ヴァンガード』の非公式大会を行います。※今回は『VFサーキットルール』です。『ブラックスター・ブレード』『ブラスター・ダーク』
『ドラゴニック・オーバーロード』は、使用することができ
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：使用するデッキ、可能ならフィールド持参【連続】16日３・４限

L141 「大学入試」知ってお得な初等幾何のお話 信川 正史
（星城高校） 高

463 数学・算数
入試の図形問題では「xy平面」「ベクトル」を利用する場合が多いようです。ただ、案外初等幾何（中学卒業程度）の知識で解ける問題があります。それを講師の独断と偏見
で紹介したいと思います。
●定員：なし（先着順）●費用：なし ●持ち物：筆記用具。コンパスや定規があれば最高。●関連ページ：http://www.nishnet.ne.jp／�math／【単発】14日４限、16日４限

L142 新撰組の歴史について学ぼう！ 聖霊高フェス実行委員会
（聖霊） 高

512 社会・歴史

新撰組に関する色 な々事を発表します。
●定員：なし【単発】16日３・４限

L143 言葉遊びの絵本を作ろう 和田峰一
（南山男子） 高

517 料理・手芸
子どもの豊かな育ちに重要な絵本。言葉に触れる機会を増やしてくれるものでもあります。言葉遊びを親子で楽しめるような簡単な絵本の製作を行います。
●定員：30名 ●費用：なし ●持ち物：はさみ、色鉛筆（こちらでも若干用意しておきます。）●申込先：南山高等・中学校 男子部（和田峰一）●申込連絡
先：052‐831‐6455 ●申込先E‐mail:wadaminekazu@hotmail.com【単発】16日４限

L144 iPhoneで映画完全字幕アプリ体験教室 末広朗詩
（スクリーンプレイ） 高

521 英語・国際
名作映画完全セリフ集「スクリーンプレイ」シリーズの出版社が名古屋市内にあることをご存じでしたか？ こんどiPhoneやAndroidなど携帯でダウンロードできるアプリを
開発しました。無料体験できます。
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：iPhoneか、Androidか、アプリ使用可能な携帯電話 ●関連ページ：http://screenplay.co.jp／【単発】16日１～４限

L145 CISVの取り組みから平和について学ぼう （社）CISV東海支部（日本福祉大学付属高校国際協力部） 高
530 平和
CISVのアクティビティを体験しながら「平和」と「異文化理解」への手段を学びます！本講座は３限の「ハッピーフォトプロジェクト」との連続講座
としても受講していただけますが、本講座のみの参加も大歓迎です！
●定員：20名（先着順）●持ち物：動きやすい格好 ●申込先：当日教室にて【単発】16日４限

L146 英語でセラピー～トマティスメソッドと共に カフェルふみ子 シンインテグレーション
（ストレス解放 多機能回復施術プログラム） 高

532 総合学習
英語も日本語も明瞭に発音できるメソッドはスピードラーニングの元となる機械を考案した仏の耳鼻咽喉科医トマティス博士が始めました。上
唇を使わずに話せてしまう韓国、日本語の不利さを克服できます。
●定員：なし ●持ち物：動きやすい服装 ●関連ページ：http://ameblo.jp/fumiko【単発】16日４限

L147 「飛ぶ教室」�（数学補習編�） 聖霊中学・高等学校教員
（聖霊中学・高等学校） 高

559 数学・算数

【数学B 数値計算とコンピュータ】の基本事項確認～センター試験過去問題演習を行います。（高校２年生以上対象）
●定員：なし【連続】16日３・４限

L148 「飛ぶ教室」�（勉強お助け編） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 高

560 教育・子育
聖霊では「チューター制」というシステムを導入しており、聖霊卒業＆南山大のお姉さんたちに勉強を教えてもらえる日があります。今回は、宿
題でも何でもどうぞ！小学生と中学生、小学生保護者限定講座です。
●定員：なし【連続】16日３・４限

L149 「飛ぶ教室」�（中学受験対策編） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 高

561 教育・子育

聖霊中学の入試過去問題（国語・算数）を使って、中学受験に必要な力を試してみましょう。小学生、小学生保護者限定講座です。
●定員：なし【単発】16日４限

L150 「飛ぶ教室」�（人気授業編�） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 高

563 教育・子育
聖霊中学ではどの学年でもゲーム感覚でグループワークを行いながらコミュニケーションスキルを学ぶ「体験学習」を取り入れています。今回
は聖霊生とグループを作って実施します。小学生、小学生保護者限定講座です。
●定員：なし【単発】16日４限

L151 「飛ぶ教室」�（古文補習編） 聖霊中学・高等学校教員
（聖霊中学・高等学校） 高

565 国語・文学
普段の進学補修の番外編として、高３生を対象にした古典文法の復習をします。「羊かん長く大切に…」がわかる人、あんな感じで重要項目
を総ざらえします。
●定員：なし ●持ち物：青プリント・赤プリント・筆記用具【単発】16日４限

L152 「飛ぶ教室」�（学校行事編�） 聖霊中学校教員
（聖霊中学校） 大

568 教育・子育
12月24日栄セントラルパークで大合唱する「EVE,My青春！」。聖霊生なら誰でも体験できます。今日はみんなが知っているクリスマスの曲を、
聖霊生と一緒に歌ってみませんか？小学生、小学生保護者限定です。
●定員：なし【単発】16日４限

L153 「跳ぶ教室」	（バドミントン部編） 聖霊バドミントン部
（聖霊中学・高等学校） 大

570 保体・健康
小学生限定のバドミントン講座。楽しいバドミントンから、県大会出場者と対決する本格的試合まで、聖霊中学・高校のバドミントン部のお姉さ
んたちと対決できます。
●定員：なし【連続】16日３・４限

L154 アニメアフレコ講座 声優タレントコース講師
（専門学校日本マンガ芸術学院） 大

571 文化・芸能
専門学校日本マンガ芸術学院の声優タレントコース講師（プロ）によるアニメ・アフレコ講座。アニメーション映像に合わせてリアルな台本（抜粋）を使った現場さながらの本格レッスン。
●定員：20名（先着順）●費用：無料 ●持ち物：特に無し ●申込先：専門学校日本マンガ芸術学院 ●申込連絡先：0524832661 ●申込先E‐mail:info@ndg‐nagoya.ac.
jp ●関連ページ：http://nmg‐nagoya.ac.jp／【単発】16日２～４限

L155 「跳ぶ教室」
（チアリーディング部編） 聖霊チアリーディング部
（聖霊中学・高等学校） 大

572 保体・健康

小学生限定のチアリーディング講座です。チアを体験してみたい人、来てくださいね。
●定員：なし【連続】16日３・４限
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L156 「跳ぶ教室」�（卓球部編） 聖霊卓球部
（聖霊中学・高等学校） 高

573 保体・健康

卓球をやりたい人たち、集まれ！中学生が中心となって、卓球を１からやさしく楽しく教えます。小学生限定講座です。
●定員：なし【連続】16日３・４限

L157 「跳ぶ教室」�（科学研究同好会編） 聖霊科学研究同好会
（聖霊中学・高等学校） 高

576 理科・実験

小さい子どもから大人まで楽しめるしゃぼん玉をつくって、みんなであそぼう！
●定員：なし【連続】16日３・４限

L158 東邦父母のおしゃべり部屋？ 東邦父母なら誰でも参加可
（東邦高校） 高

581 その他
2012東邦サマセミを支える東邦父母のみなさま、ついでに生徒のみなさん、先生方、どなたでもこの部屋にいらしてホッと一息ついて下さいま
せ（＾＾）／
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【連続】16日１～４限

L159 劇団ゆりのき プレゼンツ 日本福祉大学付属高校演劇部 高
585 その他

普段練習で行っている発声練習を一緒にします。
●定員：15名（先着順）●持ち物：体操服【単発】16日３・４限

L160 みんなで宿題をやろう！ 同朋学内フェス
（同朋高等学校） 高

591 その他

みんなで一緒に夏休みの宿題をやりませんか？
●定員：なし ●持ち物：宿題、筆記用具【単発】16日４限

L161 オーダーの作法「本当に得をする人になる」 オーダーコンシェルジュ 長谷川高士
（デザインラボ・アクシス） 高

608 人生
買い物で得をしている人に共通すること。それは売り手ゴコロをくすぐるのが上手いこと。オーダー（注文）の仕方には作法があります。「同じ値
段でよりよいモノを」という買い物スタイルに共感する方に必聴の講座です
●定員：なし【単発】14日４限、16日４限

L162 子どもモノづくり教室！メモスタンドの製作 県立名南工業高等学校 高
636 芸術・工芸
真鍮といわれる金属を加工して、メモスタンドを作ります。真鍮は金色に近く光沢もあり、とても美しい金属で、穴を開けたり、曲げたりして、オリ
ジナルメモスタンドを作ってみませんか。※対象年齢：小４～中２位迄
●定員：なし ●費用：無料【単発】16日１～４限

L163 入試対策？働くって？？ 加藤 史也
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

650 社会・歴史
大学入試で狙われやすい労働分野についてのポイントを解説するとともに、現在の雇用情勢をふまえ、働くことについて改めて考えていきま
す。将来の就職に向けての知識と教養を身に付けましょう！
●定員：なし【単発】16日４限

L164 コーチングでコミュニケーション力をUP! 伊藤大介 大
668 その他
コミュニケーションで大切な「傾聴」（聴く）を中心に行ないます。人の話をただ聞くのではなく、注意を払って丁寧に耳を傾けることで、相手への
理解を深めるとともに、互いに信頼関係を深めることがねらいです。
●定員：12名【単発】14日４限、15日４限、16日４限

L165 M:tGで遊んでみませんか？ 枩浦 良紀
（名古屋高校） 高

691 趣味
TCGの元祖Magic:theGatheringで遊んでみませんか？フォーマットを問わず、フリープレイを中心に遊びます。デッキの貸し出し、ルール説明も
行いますので遊んだことのない方も是非是非ご参加を！
●定員：なし【単発】16日４限

L166 変われる方法！！ 長田知之 高
713 人生
今の自分を変えたい・・・でもなかなか変われない。そんな経験ありませんか？実はちゃんと理由があるんです。なんで変われないのか、どう
やって変われるのかをわかりやすくお伝えします。
●定員：なし【単発】16日１～４限

L167 『 福島の“イマ”と生きる 』 愛チカラ 御堂大貴
（東日本大震災復興支援団体 愛チカラ） 高

729 社会・歴史
人のいない町。小学校に集められた瓦礫の山。母校でなく避難先の大学で授業を受ける高校生。自分の目で見て感じた、テレビでは知るこ
とのできない福島県のリアルな現状を、１人でも多くの人に知ってもらいたい。
●定員：なし ●費用：（なし）●関連ページ：http://www.ai‐chikara.com【単発】16日３・４限

L168 モテ力UP講座！ 重野由紀、原安喜子
(NPO法人トッポリーノ） 大

761 文化・芸能

最近流行りの“囲碁ガール”知的かわいいメイク講座＆囲碁体験でモテ力UPしませんか？
●定員：20名（先着順）●申込先：羽根友樹 ●申込先E‐mail:info@topolino‐igo.org【単発】16日４限

L169 カラオケのレパートリーに中国歌を！ 岡田紘幸
（チャイナル！日本） 大

764 趣味
今の中国流行歌も紹介しつつ、中国人なら誰でも知る名曲「朋友（ポンヨウ）」を練習します。中国語わからない方も心配無用。「英語カラオケ
に飽きた」「違う言語でカッコよく歌いたい」そんな声に応えて。まず１曲！
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：なし ●関連ページ：http://ameblo.jp/chinal／【単発】16日４限

L170 氷点下の世界を体験しよう！ 野中佐知代 神谷徳香 大
773 理科・実験
氷点下の世界では物質はどうなるのか。普段の生活では見られない現象を液体窒素を用いて実験してみましょう。定員30名ですので、参加
を希望する方は早めに来てください。
●定員：30名（先着順）●持ち物：筆記用具」【単発】16日４限

L171 芸能界のお仕事 Karma Nature
(Art Publication) 大

800 文化・芸能
ミュージシャン、モデル、アイドル、俳優など芸能界を目指す人、興味のある人必見の講座です。この講座は、芸能界に関係する仕事は、どう
いう職種があってどんな仕事をするか解説します。
●定員：なし ●費用：０●持ち物：筆記用具 ●関連ページ：http://art‐publication.toypark.in／【単発】16日４限

L172 青春を暴走族にかけて～過去と今～ 太田正利
(NPO法人アスクネット） 大

809 教育・子育
やりたいことが見つからず夜の街へ。暴走族から今の自分へ変えた先生の一言。現在、キャリア教育コーディネーター・国際会議コーディネー
ターとして愛知県を中心に全国で活動中！！
●定員：なし【単発】16日４限

L173 日本の文化（茶道）を学びませんか 中京大学附属中京高校茶道部
（中京大学附属中京高校） 大

820 文化・芸能
お菓子の取り方、お抹茶の飲み方を教えます。日本の伝統芸能の一つである茶道を体験することによって、日本文化のよさを知っていただこ
うと思います。
●定員：なし ●費用：100円【単発】16日３・４限

L174 はじめよう韓国語！韓流講座！ 柴田亜利沙 高
827 英語・国際
K‐POPやドラマ等、韓流情報をお伝えすると共に、基本的なハングルの発音や書き方を一緒に勉強します。楽しく韓国語を覚えてみません
か？K‐POP、ドラマや映画が好きな方はぜひお越しください。
●定員：30名 ●費用：０円 ●持ち物：ノート、筆記用具 ●申込連絡先：09026877782【単発】16日４限

L175 中学英語確認リレーテスト 英語科教科懇
（井上 雅紀） 大

829 英語・国際
英語が苦手、基礎からやり直したい、という人にピッタリの講座です。現役中学生・元中学生・昔中学生、誰でも気楽に受けられます。講師が
寄りそいますから、一人でもドンドンすすめることが出来ます。
●定員：なし ●費用：無料 ●持ち物：筆記用具【単発】16日４限

L176 恋愛とは？恋ってなんだろう？ 渡辺 麗子
（愛知淑徳高等学校） 大

845 人生

皆色 な々恋愛について悩みがあると思います。夏は甘酸っぱい恋の季節。そんな季節だからこそ、みんなでぶっちゃけちゃいましょう！
●定員：なし【単発】16日４限

L177 チャックでキンチャク 日比伸子 高
852 料理・手芸
色のきれいなファスナーを使い不思議なキンチャクを作りましょう。手縫いで作りますので縫い物のできる生徒集まってください。小銭入れにピッ
タリのスタイリッシュな形です。
●定員：10名（先着順）●費用：200円【単発】16日４限

L178 アメリカ英語とイギリス英語 近藤 彩乃
（東邦高校） 高

860 英語・国際

アメリカ英語とイギリス英語がどのような歴史を背景にしてきて、どのような違いがあるのかを、お伝えします。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

L179 簡単！アイスクリームを作ろう！ 白石 恭一
（名古屋経済大学高蔵高等学校） 高

863 理科・実験
暑い暑い夏にピッタリなアイスクリームを、とても簡単に作って一緒に食べませんか？小さいお子様からお年寄りの方まで、どんな方でも簡単に
作ることができます！
●定員：30名【単発】16日４限

L180 みくらのイルカ 山田 怜
（東邦高校） 高

866 自然・環境

私も皆さんも大好きなイルカについて、ポスターにまとめました。私が実際に御蔵島という所に言った時に感じたことをまとめました。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

L181 バスボムを作っちゃおう！ 坂田 恵子 高
882 自然・環境
お風呂で楽しむブクブクの発泡入浴剤を、身近な自然素材の重曹とクエン酸を使って、手作りします。ドライハーブを入れたりして、自分だけ
の「バスボム」を作ります。
●定員：なし ●費用：500円【単発】16日４限

L182 韓国について 山口あすか
（弥富高校） 高

924 英語・国際
韓国についてみんなで学ぼう！！みんなが好きな韓ドラだったり、韓国の衣食住について、楽しく学ぼう！！韓国が好きなあなたに来て欲しいです
☆
●定員：なし【単発】16日４限

L183 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇 高
930 福祉・養護
サマセミ全体の救護を行いながら、日常業務で疑問を抱いていること、実践などを出し合って交流しませんか？毎年恒例、好評の養教懇交
流会。養護教諭養成課程の大学生の参加も大歓迎です！
●定員：なし【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

L184 理科実験講座 加納拓海 高
936 理科・実験

ご家庭でも簡単にできる実験をご紹介します。
●定員：なし【単発】16日４限

L185 ジャグリングを体験してみよう 東海中学ジャグリング愛好会
（東海中学） 大

948 趣味
簡単なジャグリングの技を練習します。少し練習すればできるようになるものばかりです。東海中学の生徒が丁寧に教えるので、ぜひ来てくだ
さい。
●定員：なし【連続】16日３・４限

L186 怖い話 金城学内フェス 高
973 その他

みんなで怖い話をしませんか？１人１つは必ずお話を用意してきてくださいね（＾＿＾）♪
●定員：なし【単発】16日４限

L187 手遊び 金城学内フェス 高
992 その他

「手遊び」って知ってますか？小さな子対象のものからお年寄り対象のものまでいろんなものがあります。みんなで一緒に「手遊び」で遊びませ
んか？
●定員：なし【単発】16日４限

L188 よさこい 金城学内フェス 高
993 音楽・踊り
よさこいとは、ど真ん中祭りなどで踊られているものです。今回はど真ん中祭りの総踊り曲を教えます！この楽しさは、言葉では表せない！みんな
でLet'sよさこい！
●定員：なし ●持ち物：好奇心【単発】16日４限

L189 小学生限定！！宿題お助け講座！！ 南山男子部生
（南山男子部） 高

1001 教育・子育

小学生みんな！！やさしいお兄さんが宿題手伝ってくれるよ！！！！みんな集まれ！！
●定員：なし ●持ち物：宿題【単発】16日４限

L190 綿菓子器づくり 有賀孝憲
（名古屋工業高校） 大

1008 科学・技術
綿菓子の原理がわかりたべられる。アルミ缶でつくる綿菓子器づくりです。
●定員：25名 ●費用：500円 ●持ち物：アルミ缶＋500円 ●申込先：有賀孝憲 FAX0568‐84‐5122 ●申込連絡先：090‐3424‐
5945 ●申込先E‐mail:aruga@ma.ccnw.ne.jp【単発】16日３・４限

L191 知の探求講座（名工大）で学んだこと 青山 貴秋
（東邦高校） 高

1018 科学・技術
高校２年生の時に名古屋工業大学で夏休みから冬休みにかけて最先端の技術に触れてきました。そこで学んだ知識の一部について発表
したいと思います。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：なし【展示】16日１～４限

L192 ☆GENKIREI サモアダンス☆ 円 之門 高
1026 音楽・踊り
南太平洋に浮かぶ常夏の島サモアで生まれたサモアダンス。ハワイアンフラやタヒチダンスのルーツとなった伝統的な踊りです。明るく陽気な
音楽に合わせて踊れば・・・。魂に響く不思議な踊り！一緒に楽しみましょう！
●定員：なし【連続】16日３・４限

WL01 音楽・エンターテイメント業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

71 音楽・踊り
やりたいことがきっと見つかる。ヴォーカル・ミュージシャン・ダンス・声優・コンサートスタッフなどの体験にチャレンジ【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方。当日のメニューは予約時にご確認下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具 ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケー
ションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WL02 動物・ペットのお仕事ゼミナール 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

72 自然・環境
動物・ペットのお仕事について解説します。いろいろなお仕事を知るチャンス。【高校生限定】連続【２限～４限】可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.
ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WL03 デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

73 芸術・工芸
マンガ・イラスト・アニメ・デザイン・ゲーム・インテリア・小説の体験入学授業にチャレンジ。仕事についての疑問や不安を解消します。【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーション
アート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WL04 洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験 名古屋コミュニケーションアート
専門学校 フ

74 料理・手芸
お菓子作り、料理作りが好きな方集合。楽しい体験授業を通して「好き」を仕事にするヒミツを教えます。あなたの夢を見つけて見ませんか？【高校生限定】連続【２限～４限】受講可能な方要予約
●定員：なし ●持ち物：ハンドタオル・靴下（履いてきてください）・エプロン ●申込先：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先：0120‐532‐758 ●関連ページ：http://
www.nca.ac.jp ●集合場所：名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間：11:45【単発】14日２～４限、15日２～４限、16日２～４限

WL05 国語科”鏡花”懇～フィールドワーク編～ 国語科教科懇 フ
403 国語・文学
今回は、名前は知っているけど意外と読んだことのない文豪、”泉鏡花”にスポットを当て、ゆかりの地金沢を訪れます。
●定員：10名（先着順）●申込先：高木雅敏（国語科教科懇）●申込先E‐mail:masa9106@hotmail.com ●集合場所：参加者に直接
連絡致します ●集合時間：08:00【単発】16日１～４限

WL06 川へ行こう 安城学園 理科
（安城学園） フ

437 自然・環境
今年も安城学園発のフィールドワーク講座が開講します。夏の暑い１日を水辺で涼しく過ごしてみませんか？集合・解散場所は安城学園高校です。
●定員：25名（先着順）●費用：5000円 ●持ち物：ビーチサンダル・タオル・濡れてもよい服・クーラーボックス ●申込先：安城学園高校 和田 ●申込連絡先：
090‐4466‐9256 ●申込先E‐mail:shield‐and‐sword@ezweb.ne.jp ●集合場所：安城学園高校 南館前 ●集合時間：08:00【連続】16日１～４限

WL07 快適！ ファミリー・オートキャンプ講座 小崎邦夫
（愛知中高校） フ

567 その他
家族そろっての快適オートキャンプはいかがですか？２泊３日のキャンプ中に野生の猿に出会うかも。夏休みの自由研究もそこで済ませてしまおう！ちょっとした工夫で快適にキャンプする技を伝授します。
●定員：30名 ●費用：サイト使用料，食費は実費になります。●持ち物：テント，寝袋 など ●申込先：愛知中学校 小崎邦夫 ●申込連絡先：052‐721‐1521 ●申込先E‐mail:aichi_outdoor@me.
com ●集合場所：須砂渡キャンプ場 ●集合時間：07:00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WL08 算額を奉納しよう！ 数学科教科懇談会 フ
656 数学・算数
教科懇で作成した「算額」を、岡崎にある六所神社に奉納します。奉納の儀式を見たい人、集まれ！
●定員：25名（先着順）●申込先：東海中学高校 伊藤友則 ●申込先E‐mail:tomovision@hotmail.com ●集合場所：六所神社（名鉄
東岡崎駅徒歩10分）●集合時間：12:30【単発】16日３・４限

WL09 フィギュアスケートの魅力とリンク見学 渡辺伸雄
（中京大中京高校） フ

787 保体・健康
フィギュアスケートの魅力や観戦方法について、中京大学アイスアリーナを見学し、選手の実演も観ながら紹介します
●定員：40名（先着順）●費用：なし ●持ち物：真冬並の防寒具 ●申込先：渡辺伸雄 ●申込連絡先：052‐761‐5311 ●申込先E‐mail:
watanabe@chukyo.ed.jp ●集合場所：中京大学豊田学舎アイスアリーナ ●集合時間：13:30【単発】16日３・４限

WL10 私学も無償に！愛知私学55校自転車リレー 高校生フェス＆愛知青年協
（愛知私教連） フ

799 特別活動
「私学も無償に」を訴えながら、２泊３日で愛知私学55校を自転車で制覇してサマセミ会場の東邦に７／16夕方に到着予定。３日間とも参加でき、体力に自信のある高校生の皆さん、いっしょに「希望」をつなごう！
●定員：10名 ●持ち物：費用その他は後日参加者に連絡。親の承諾が参加条件です ●申込先：愛知青年協 ●申込先E‐mail:snk55snk@yahoo.co.jp ●集合場所：個別に連絡します ●集合時間：00:
00【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WL11 ディベート観戦講座 全国教室ディベート連盟東海支部
（全国教室ディベート連盟東海支部） フ

832 総合学習
ディベートをもっと理解したいみなさんに、中学生が出場するディベート大会の試合を観戦する講座を企画しました。金城学院大学W９号館に９時半集合です。詳しくはNADE東海支部HPをご覧下さい。
●定員：なし ●持ち物：筆記用具・昼食 ●申込先：下記E‐mail宛に、次の内容を記載の上、７月12日（木）までにお申し込み下さい。件名「ディベート観戦講座」、内容：�氏名（参加者全員）、�所属 ●
申込先E‐mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ：http://www.kinjo‐u.ac.jp/futasugi／ ●集合場所：金城学院大学W９号館 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

WL12 バスケットボールを観よう！楽しもう！ 高橋誠一
（同朋高校体育科） フ

837 保体・健康
中学校男子限定。集まったメンバーでバスケ競技を行います。希望者は「サマセミバスケ希望」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.ed.jpへ送信か、FAX052‐411‐0005田中まで。
●定員：なし ●費用：なし ●持ち物：運動できる恰好および体育館シューズ ●申込先：m‐myg@doho‐h.ed.jp もしくはFAX052‐411‐0005田中宛 ●申込連絡先：052‐411‐
1159 ●申込先E‐mail:m‐myg@doho‐h.ed.jp ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WL13 護身術柔道を見よう！体験しよう！ 藤山茂
（同朋高校体育科） フ

843 保体・健康
中学生・中学校体育教員限定。柔道の安全な指導も教えます。希望者は「サマセミ柔道」・氏名・学校学年・電話番号をm‐myg@doho‐h.
ed.jpに送信か、FAX052‐411‐0005田中まで
●定員：なし ●集合場所：９時半に同朋高校体育館１階入り口 ●集合時間：09:30【連続】14日１～４限、15日１～４限、16日１～４限

WL14 障がいがあっても地域と共に 青空の家職員と利用者と地域のひとびと
（社会福祉法人ゲマインダハウス青空の家） フ

1030 福祉・養護

知的障がい者の人たちといっしょに汗をかきながら、地域と共に生きるってどんなどんなことかをいっしょに考えよう！
●定員：なし ●集合場所：高蔵寺駅南口 ●集合時間：09:30【連続】16日１～４限

29記号の見方 高＝東邦高等学校 大＝愛知東邦大学 幼＝�光幼稚園 本＝本山生協 F ＝フィールドワーク





愛知県高校生フェスティバル企画
サマーセミナー
　愛知県高校生フェスティバルでは、愛知サマーセミナーのいたるところで“輝く”ことをモットーとし、
今年も動きます！！サマーセミナーでの講座数はサマーセミナープロジェクトでは過去最大の 48講座、
生徒全体では 350講座を達成しました。それだけではなく、会場受付から、会場案内、周辺地域の清掃
など、「市民の先生」になるだけでなく、元気に動く高校生の姿も見ていただけると嬉しいです。

サマップ担当が選ぶ☆サマーセミナー注目講座！！
●高校生の考える私学無償化（14日２限）
　 自分達の問題だからこそ、高校生ならではの視
点で真剣に公私格差について考えます。
●若手議員にモノ申す！（14日４限）
　 若手議員の方をお招きして、今の社会について
討論します。
●AICHI制服コレクション2012（後夜祭ステージ）
　 「私の学校の制服が好き！」と感じてもらえるよ
うなそんな制服ファッションショーをします。

●もし高校生が総理大臣になったら（16日１限）
　 私たち高校生が総理になったらどんなマニフェ

ストを作る？高校生なりの社会に対する想いを
訴えます。
● Let′s ボランティア（16日４限）
　 東日本大震災のボランティアをしてきた人、ま
だしたことのない人いろんな視点からボラン
ティアを考えます。
●先生と生徒ときどき市民「学びの大討論会」
　（16日２限）
　 先生と生徒同士「学び」について考えることも
違うはず。日々の不満を徹底的に話し合います。

今年のサマップは何かが違う！
　今年は、「自分の身近な問題」をテーマにすることで「もっと深く」 考えていく大切さも共に考え なが
ら講座づくりをしています。そして高校生だからこそできる [ 学びを追究した授業 ] を是非見ていただ
けたらなと思います。　　　　　　　　　　　　　　 サマーセミナー×愛知県高校生フェスティバル実行委員会

（サマップ担当：愛知淑徳高校３年　伴野芽衣）

なるには講座
14日 1限（土）

A003 ID0110 わんちゃんとLet ’s Study
森　世志則
（IPCペットカレッジ）
東邦高校

14日 1～2限（土）
A139・B0134 ID0317 法律家（弁護士・裁判官・検事）になるには

今井　安榮
（今井安榮法律事務所・元県会議員・弁護士）
東邦高校

14日 2限（土）
B002 ID0068 カラーを知るとおもしろい

岡部　純子
（パーソナルカラーアドバイザー）
東邦高校

14日 3限（土）
C005 ID0101 誰でもメリハリ美人ボディに！！

松山　早苗
（ヴェーネレ名古屋）
東邦高校

15日 1限（日）
E002 ID0099 介護福祉士になるには

愛の介護人シスターズ♡
（東浦♡中村♡愛西津島ブロック）
東邦高校

15日 2限（日）
F006 ID0177 『食は医なり』これであなたもプチ栄養士

山田　靖子
（医療法人愛仁会　名春中央病院　管理栄養士）
東邦高校

15日 2限（日）
F010 ID0600 もっと知ろう！盲導犬

山下　真由子
（財団法人　中部盲導犬協会）
愛知東邦大学

15日 3限（日）
G005 ID0135 『歩き方』どうやって教えるの？

廣田　椰彗誉
（マナー＆ウォーキング　サロン・華凛）
東邦高校

15日 4限（日）
H011 ID0699 アイドル☆になるには

中村　浩一
（名古屋美少女ファクトリー  delaプロデューサー）
東邦高校

16日 1限（祝）
I003 ID0111 獣医師になるには

加藤　英樹
（岩倉動物病院院長）
東邦高校

16日 2限（祝）
J006 ID0178 美と心とメイクアップ

辻　愛子
（ビューティケアアドバイザー）
東邦高校

16日 3限（祝）
K008 ID0227 シンガーソングライターになるには①

柴田　容子
（シンガーソングライター）
東邦高校

16日 4限（祝）
L006 ID0134 医者になるためにみんなが知っていないこと

浅海　嘉夫
（北医療生協　北病院　内科医師）
東邦高校

名古屋市企画
14日 1限（土）
A007 ID0753 エコライフのすすめ

名古屋市環境局環境推進課
（名古屋市環境局環境推進課）
東邦高校

14日 1限（土）
A008 ID0781 「丸ごと支援」から学ぶこと

伊藤公一・坪井隆哉
（名古屋市役所）
東邦高校

14日 2限（土）
B009 ID0754 年金を心配するのはもうやめよう

臼杵　政治
（公立大学法人名古屋市立大学経済学研究科）
東邦高校

14日 2限（土）
B010 ID0776 ほほえみの国タイ・バンコクの水環境

碇　丈臣
（なごや JICA会）
愛知東邦大学

14日 3限（土）
C014 ID0771 水のびっくり実験教室

名古屋市上下水道局
（名古屋市上下水道局）
東邦高校

14日 3限（土）
C015 ID0784 「ナゴ校」～学生が名古屋を盛り上げる～ 「ナゴ校」学生委員会

東邦高校

14日 3限（土）
C001 ID0906 東山動植物園再生プランの目指すもの

東山動植物園チーム
（名古屋市）
フィールドワーク

15日 1限（日）
E009 ID0772 みんなで使おう ICT 名古屋市役所情報化推進課

東邦高校

15日 2限（日）
F012 ID0790 ハタチになる前に～今考えておきたいこと～ 名古屋市青年選挙ボランティア

東邦高校

15日 1限（日）
I009 ID0763 自転車・歩行者シミュレータを体験しよう！

名古屋市市民経済局地域安全推進課
（名古屋市）
東邦高校

16日 1限（祝）
I010 ID0778 統計でみる名古屋市の実態

名古屋市総務局統計課
（名古屋市役所）
東邦高校

16日 1限（祝）
I001 ID0792 大正ロマン薫る市政資料館を訪ねる

名古屋市市政資料館
（名古屋市役所）
フィールドワーク

16日 2限（祝）
J013 ID0750 はち丸と考えよう！「デートDV」って？

景山　ゆみ子
（名古屋市総務局男女平等参画推進室）
東邦高校

16日 2限（祝）
J014 ID0758 かんたん護身術 ～犯罪から身を守る～

名古屋市市民経済局地域安全推進課
（名古屋市）
東邦高校

教科懇
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15日 1限（日）
E136 ID0401

国語科 "鏡花 "懇
～学習編～

国語科教科懇

東邦高校

16日 1～4限（祝） 国語科 "鏡花 "懇
～フィールドワーク編～

国語科教科懇

フィールドワークID0403WI03･WJ07
WK06･WL05

15日 2限（日）
F198 ID0904 算額を学ぼう！ 数学科教科懇

東邦高校

16日 3～4限（祝）
WK09･EL08 ID0656 算額を奉納しよう！ 数学科教科懇

フィールドワーク

14日 3～4限（土）
WC14･WD12 ID0825 映画英語フェスティバル

井上　雅紀
(映画英語教育学会･中部支社 )
国際センター

15日 3限（日）
G133 ID0397 English Shower! 英語科教科懇

東邦高校

16日 4限（祝）
L175 ID0829 中学英語確認リレーテスト 英語課教科懇

愛知東邦大学

15日 4限（日）
H136 ID0428 『味』を科学する 理科教科懇

東邦高校

14日 3～4限（土）
C002･D002 ID0043

東日本大震災と学校防災の教訓・
そして今

数見隆生･千葉久美子
(東北福祉大教授・石巻高校養護教諭 )
愛知東邦大学

14日 1～4限（土） 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇

東邦高校ID0930A202･B198
C190･D180

15日 1～4限（日）
E197･F202
G185･H185 ID0930 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇

東邦高校

16日 1～4限（祝）
I175･J186
K188･L183 ID0930 養護教諭のみなさん、あつまれ～！ 養護教科懇

東邦高校

14日 4限（土）
D173 ID0836 水戸黄門が斬る 社会科教科懇　青年チーム

東邦高校

15日 1限（日）
E204 ID1012

いまの沖縄・米軍基地
～ワークシート授業

松田　浩史
(不戦兵士･市民の会、社会科教科懇教員 )
愛知東邦大学

15日 2限（日）
F206 ID1013

過去の沖縄・沖縄戦
～実写フィルムを観る

宮城　道良
(不戦兵士･市民の会、社会科教科懇教員 )
愛知東邦大学

15日 3限（日）
G017 ID1014

日本軍の治安戦
～日中戦争の戦場の実相

笠原　十九司
(都留文科大学名誉教授 )
愛知東邦大学

15日 4限（日）
H013 ID1011 日中戦争・沖縄戦の戦場体験証言

近藤　一
(不戦兵士･市民の会 (東海支部 ))
愛知東邦大学

15日 1～2限（日）
E189･F195 ID0888 沖縄戦・壕に置き去りにされた父

中村桂子＆ゆうなの会
(元兵士･日比野勝寛の三女 )
愛知東邦大学

14日 1限（土）
A187 ID0814

ピースあいち・
震災と戦争展パネルの読み方

西形　久司
(東海中学･高校 )
東邦高校

15日 1限（日）
E178 ID0816 原発震災はどのように報じられたか

西形　久司
(東海中学･高校 )
東邦高校

14日 1～4限（土）
A125･B120
C124･D119 ID0232

震災と戦争展
～東南海・三河・東日本大震災

戦争と平和の資料館ピースあいち
(戦争と平和の資料館ピースあいち )
東邦高校

15日 1～4限（日）
E125･F133
G122･H123 ID0232

震災と戦争展
～東南海・三河・東日本大震災

戦争と平和の資料館ピースあいち
(戦争と平和の資料館ピースあいち )
東邦高校

16日 1～4限（祝）
I112･J120
K124･L118 ID0232

震災と戦争展
～東南海・三河・東日本大震災

戦争と平和の資料館ピースあいち
(戦争と平和の資料館ピースあいち )
東邦高校

東邦ファミリー企画
14日 3限（土）

C017 ID0818 アメリカのボランティアとNPO
岡部　一明
(愛知東邦大学経営学部・学部長 )
愛知東邦大学

14日 4限（土）
D011 ID0911 保育ってどんな仕事！？

矢藤　誠慈朗
(愛知東邦大学人間学部・子ども発達学科長 )
愛知東邦大学

14日 4限（土）
D014 ID1020 学生が起業して学ぶ教育

寺島　雅隆
(愛知東邦大学経営学部助教･経営学博士)
愛知東邦大学

16日 1･3限（祝）
I007・K010 ID0356 僕のテーピングを君に捧ぐ

葛原　憲治
(愛知東邦大学人間学部人間健康学科・教授）
愛知東邦大学

16日 2･4限（祝）
J010・L010 ID0381・ID0384 太陽に負けないウォーターコントロール

葛原　憲治
(愛知東邦大学人間学部人間健康学科・教授）
愛知東邦大学

16日 3限（祝）
K012 ID0922

夢を探そう
～現役大学生による未来予想図～

手嶋ゼミ
(４年生･愛知東邦大学
  経営学部地域ビジネス学科 )
愛知東邦大学

16日 4限（祝）
L014 ID0918 あしたの自分にラブレターを書こう！

古市　久子
(愛知東邦大学人間学部・学部長 )
愛知東邦大学

愛知東邦大学編

青年協こども企画
7月15日（日）  1～4限

お楽しみ子ども企画♡お楽しみ子ども企画♡
ちびっこ集まれッ♪

9：30～16：10

カブトムシも
いるよ

珉光幼稚園にて

・つくって遊ぼう♡　・食べよう♡飲もう♡

楽しい
企画が

　　盛
りだくさんッ！！！



若者の「今」と「明日」の社会に、どのように「希望の橋」をかけるか？
　「今」は就職氷河期の時代。高卒の３人に２人、大卒の２人に１人が卒業後、フリーター・ニートか、３年以内に仕事をやめてしまう深刻な状況。他方では、福祉の担い手不足
や、中小企業の人材不足、過疎化する地方、農林水産業の担い手不足など、「明日」の社会は若者の力を必要としています。一方で人が余り、一方で人が不足する、という矛盾し
た状況をどのように解決したらいいのでしょうか？皆さんとともに考えてみたいと思います。

Produced by
特定非営利活動法人アスクネット＆
 一般社団法人アスバシ教育基金

アスクネット×アスバシサマセミ特別企画

『フクシマ以後』の生き方は若者に聞け

アスバシLIVE.Vol.7

アスバシLIVE Vol.8

教育コーディネーターフォーラム2012

寺脇　研氏（京都造形大学教授・元文部科学省官僚）
「就活廃止論～会社に頼れない時代の仕事選び～」

「学校を外から支援するプロフェッショナル」

1限メイン講師 佐藤孝治氏（（株）ジョブウェブ代表取締役）

知多みるく（知多娘。としてブレイク中のNPO法人エンドゴールイメージキャラクター）

2限メイン講師 生重幸恵氏（スクールアドバイスネットワーク理事長）

「若者を挑戦者へと育てる　環境づくりとは？」

若者の就労支援、自立支援をどうつくるか？

「この15年の教育改革とはなんだったか?
これからはどうすすむべきか？」
1997年のサマセミ以来15年振りに実現！

　3・11後、日本は新しい時代に突入した。そのことを理解せ
ずに既得損益の保持に汲々としている旧世代。いまこそ、若者を
信じて彼らに舵取りを任せてみよう。現政権、橋下ブームも切る！

　寺脇研氏とサマセミ実行委員長の寺内義和氏のコラボ。それに、
教育コーディネーター、就活・採用の会社社長が参戦し、「21世
紀型学び」についてトークバトルロイヤル。

　激増する若年失業者・非正規雇用の就職環境のなかで、若者た
ちをどのように就労・自立支援をすべきか、全国の就労支援に関
わる団体によるシンポジウム。

【パネリスト】
寺内義和氏（愛知サマーセミナー実行委員会委員長・愛知私教連委員
長・『されど波風体験』著者）／寺脇研氏（京都造形短期大学教授・
元文部科学省官僚）／生重幸恵氏（NPO法人スクールアドバイス
ネットワーク理事長、一般社団法人キャリア教育コーディネーターネッ
トワーク協議会代表）／佐藤孝治氏（（株）ジョブウェブ 代表取締役）
【司会】毛受芳高（アスバシ教育基金代表理事）

【パネリスト】
市川博久氏（（株）アクセンチュア コンサルタント）／岩永牧人氏
（NPO法人ユースポート横濱理事長）／大久保智規氏（NPO法人
エンドゴール理事長）

3限　13：10～14：30

1限　9：30～

3限　13：10～14：30

1限　9：30～

4限
14：50～16：10

2限　11：10～

4限　14：50～16：10

7月14日（土）  

7月15日（日） 

7月15日（日） 

7月16日（祝・月） 

7月16日（祝・月） 

7月15日（日） 

7月14日（土）  

終了後17時から、東邦大学生協にて、全国交流会開催！（会費制）

それぞれの講座で、アスバシ大学生チャレンジャーによる
プレゼンもあります。

「現代の辻説法師、国際政治・
世相を斬る！」

アスクネットのダルビッシュこと
太田正利のハートフル講座

真田幸光氏
（愛知淑徳大学ビジネス学部学部長）
　戦国武将の真田家の末裔、国際金融の専門
家であり、ＴＶ・講演のコメンテーターとし
て活躍中の現代の「辻説法師」が、混沌する
世界情勢のなかで、日本はどのように生き抜
くべきか、迫力ある語りで迫ります。

　「青春を暴走族にかけて『過去と今』」や
りたいことが見つからず夜の街へ。暴走族
から今の自分へ変えた先生の一言。現在、
キャリア教育コーディネーター・国際会議
コーディネーターとして愛知県を中心に全
国で活動中！！

WADN企画
14日 1限（土）

A001 ID0069 マ○コと三ツ□のグレ～ゾ～ンのアレコレ
ANGEL LIFE NAGOYA
(WADN）
東邦高校

14日 2限（土）
B003 ID0081 恋愛のポジとネガ

いのちと性を伝える出前講座はぐ
（WADN実行委員会）
東邦高校

14日 3限（土）
C003 ID0080 恋愛カフェ

ピアっ子あいち
（WADN実行委員会）
東邦高校

14日 4限（土）
D001 ID0042 恋愛の法則～ラブコミュニケーション～

恋愛カウンセラー　神　ひとみ
（WADN実行委員会）
東邦高校

15日 1限（日）
E001 ID0023 ホントに知ってる？HIV/エイズのこと

HIVと人権・情報センター中部支部
（WADN実行委員会）
東邦高校

15日 2限（日）
F005 ID0172

①おなかの赤ちゃん　
②今どき！性のはなし

①すももの会　②ナーベルプラ座
（WADN実行委員会）
東邦高校

15日 3限（日）
G006 ID0173 エッチのおきて～レディースクリニックより

咲江レディースクリニックスタッフ
（WADN実行委員会）
東邦高校

15日 4限（日）
H005 ID0171

①防犯教室まさか私が　
②思春期の心の発達

①県警地域安全対策課　②端谷クリニック院長
（WADN実行委員会）
東邦高校

16日 1限（祝）
I006 ID0163 北欧スウェーデンに学ぶ「イイ男」って？

神谷ビョーク麻由
（WADN実行委員会）
東邦高校

16日 2限（祝）
J002 ID0078 性・生・Say！

愛知県保険医協会
（多和田俊保泌尿器科・川村真奈美産婦人科）
（WADN実行委員会）
東邦高校

16日 3限（祝）
K002 ID0064 愛＆ I SCORAなごや

東邦高校

16日 4限（祝）
L001 ID0093 ケニアの医療・教育事情

アフリカ支援アサンテ ナゴヤ
（WADN実行委員会）
東邦高校

時間割

※各講座とも80分で1コマとなっています。連続講座もあります。

9:30 10:50 11:10 12:30 13:10 14:30 14:50 16:10

1限目

1限目

1限目

2限目

2限目

2限目

3限目

3限目

3限目

4限目

4限目

4限目

休
み
時
間

ラ
ン
チ
タ
イ
ム・
昼
ス
テ
ー
ジ

休
み
時
間

中夜祭

16:30 18:30
14日

土

15日
日

16日
祝

WFP企画
14日 1限（土）

A004 ID0116 飢餓とWFPの取り組み 国連WFP協会なごや

東邦高校

14日 2限（土）
B005 ID0117 WFP講座　ストップ　ザ　ハンガー

森下　雅浩
（国連WFP協会なごや）
東邦高校

14日 3～4限（土）
C006・D004 ID0122 文明の質が問われている

秋山　豊寛
（日本初宇宙飛行士・ジャーナリスト・農業・
 京都造形芸術大学教授）
愛知東邦大学

15日 1限（日）
E004 ID0118 飢餓とWFPの取り組み 国連WFP協会なごや

東邦高校

15日 2限（日）
F002 ID0120 WFP講座　ストップ　ザ　ハンガー 井戸早苗

東邦高校

15日 3～4限（日）
G003・H002 ID0123 ボランティアを考える。　

佐野　麗
（国連WFP協会なごや）
東邦高校

15日 1限（日）
I004 ID0119 飢餓とWFPの取り組み 国連WFP協会なごや

東邦高校

16日 2限（祝）
J004 ID0121 WFP講座　ストップ　ザ　ハンガー 益子　まり子

東邦高校

絵本をつくりましょう。16日 3～4限（祝）
K004・L003 ID0124

舩津　涼子
（国連WFP協会なごや）
東邦高校

A005・B006
C007・D005
E005・F003
G004・H003
I005・J005
K005・L004

14日 16日 1～4限（土）～ （祝）

ID0125 WFP世界学校給食プログラム写真展
国連WFP協会なごや

東邦高校

平和が丘

打越

東邦高等学校

地下
鉄東
山線

平和公園

一社

星ヶ丘

N

愛知東邦
大学




