
お問い合わせ先・お申込先 公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム 

さがまちコンソーシアム事務局 さがまちカレッジ担当 
住所：〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1 相模女子大学内 

TEL：042-747-9038  FAX：042-703-8536  E‐ｍａｉｌ：info@sagamachi.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://sagamachi.jp/  

お申込期限 

 2014年7月17日(木)〈必着〉 

 

さがまちコンソーシアムでは、学びの楽しさを伝えて

いきたいとの願いから、夏休みに小学生を中心とした

こどもを対象に、さまざまなテーマの講座をみなさま

にお届けします。 

今年の夏は、さがまちカレッジ「こども体験講座」で

たのしく学んでみませんか！ 

2014年夏休み 

さがまちカレッジ
HPへのアクセスは
こちら！ 

　　　　



マークの講座は、大学生のおにいさんやおねえさんが先生になる講座です。

キノーラ ～回転式ぱらぱらマンガづくり 

 
 

8月9日 (土)  13：00～15：00 

№ A1420517 № A1420518 

羊毛フェルトの人形づくり 

 
 

8月６日 (水)  13：30～15：30 

プログラミングでゲームを作ろう! 

 
 
       8月2日 (土)  9：30～12：00 

皆さんゲームは好きですか？ だけど自分でオリジナルのゲーム
が作れるようになると、もっともっと楽しみが広がります。Scratch
というプログラムを使って、自分でゲームを作ってみましょう！ 
 

  講師：青山学院大学 社会情報学部 
      3年 佐藤 雄太さん 

☆対象：小学３～６年生とその保護者 

☆定員：15組30名       

☆参加費：1組1,000円 

☆会場：青山学院大学相模原キャンパス 
     （JR横浜線淵野辺駅北口 徒歩約7分）  

絵具ってなんだろう？ 

－絵具の科学と岩絵具、油絵具での描画体験－（全2回） 
 
      8月１日 ・8日(金)  13：30～16：30 

みなさんが図画・工作（美術）の時間に使っている「絵具」を科学
的な見方でのぞいてみます。また、日本画で使われる岩絵具、
油絵具で簡単な絵を描きます。 
 1日目：日本画の体験 顕微鏡での観察 日本画の制作 
 2日目：洋画の体験   実験と絵具づくり 油絵の制作 
 

講師：女子美術大学 芸術学部 教授 橋本 弘安先生 

              特別招聘教授 尾藤 一泉先生 

☆対象：小学５年生以上（中学生以上の方の参加も歓迎） 

☆定員：15名 

☆参加費：1人2,500円（教材費含む） 

☆会場：ユニコムプラザさがみはら  
     （小田急線相模大野駅北口 徒歩3分） 

かいてんしき 

「キノーラ」とは、アニメーションや映画が生まれるよりも古くから
ある、映像玩具（おもちゃ）です。紙パックを使って、自分でかい
た絵が動いて見える手回し式ぱらぱらマンガを作ります。 
 

  講師：町田・デザイン専門学校 講師 浅野 優子先生 

☆対象：小・中学生 
     （小学1～3年生は、保護者との参加を望みます。） 

☆定員：20名 

☆参加費：1人700円 

☆会場：町田・デザイン専門学校 
     （小田急線町田駅から徒歩約3分・ 
      JR横浜線町田駅から徒歩約7分） 

羊の原毛とニードル(針)を使って、動物などの人形を作ります。
カラフルな羊毛フェルトのマスコットを作りましょう。 
 

  講師：町田・デザイン専門学校 講師 浅野 優子先生 

☆対象：小１～６年生 
     （小学1～3年生は、保護者との参加を望みます。） 

☆定員：20名 

☆参加費：1人1,500円（材料費含む） 

☆会場：町田市生涯学習センター 
     （小田急線町田駅から徒歩約５分・ 
      JR横浜線町田駅から徒歩約３分） 

外国人の先生と英語であそびましょう！ 
ネイティブティーチャーによるKidsのための英語入門講座です。
ゲームなども交えて、楽しみながら英語に親しんでいきます。 
 

  講師：サレジオ工業高等専門学校 
      講師 Paul McCann先生 

☆対象：小学校１・２年生（保護者同伴） 

☆定員：20名  

☆参加費：1人3,000円 

☆会場：サレジオ工業高等専門学校 
      （京王線多摩境駅 徒歩10分、 
       JR横浜線・京王線橋本駅からバス約７分） 

№ A1420521 № A1420522 

びょうが 

インターネットやさまざまな場面で、個人が制作したアニメーショ
ンを見ることができます。これは、パソコンやソフトウェアがより使
いやすくなったからです。みなさんも、この講座で、マウス一つだ
けでできる簡単なアニメーションづくりに挑戦してみませんか。 
 

  講師：相模女子大学 チームきょうしょくのみなさん 

☆対象：小学３～６年生とその保護者 

☆定員：15組30名 

☆参加費：1組1,000円 

☆会場：相模女子大学 
     （小田急線相模大野駅から徒歩約10分） 

アニメーションをつくってみよう！ 

 
 
       8月3日 (日)  13：30～16：00 

Kids English in SALESIO  

－親子で楽しむ Kids English－(全3回） 

  8月4日(月)・5日（火）・6日（水） 9：30～12：00 
 

キッズ  イングリッシュ  イン   サレジオ 

№ A1420520 № A1420519 



水族館の裏側では、どんな仕事をしているのでしょう。 
この講座では、水族館のいろいろな仕事について話を聞き、大
学生と一緒に北里大学のミニ水族館「北里アクアリウムラボ」で、
えさやりや魚名板制作を体験します。 
 
  講師：北里大学 海洋生命科学部 
      講師 三宅 裕志先生 

☆対象：小学１～６年生（保護者の見学も可） 

☆定員：各30名 

☆参加費：1人1,000円 

☆会場：北里大学 
     （小田急線相模大野駅からバス約25分 
      JR横浜線相模原駅からバス約25分） 

わたしたちの生活の中には、森に関係するものがたくさんありま
す。私たちの住んでいる町の近くにある公園をたんけんして、
「森」をからだいっぱい感じてみませんか。 
 
  講師：麻布大学 Forest Nova☆のみなさん 

☆対象：小学３～６年生 

☆定員：20名 

☆参加費：1人700円 

☆会場：相模原北公園・相模原北総合体育館 
     （JR横浜線橋本駅からバス約10分） 

9月にも２つの講座があります。 

☆親子で作るうどん教室 
 日時：9月13日（土）10：30～13：30 
 対象・定員：5歳児～小学生とその保護者 16組32名 
 参加費：2,000円（材料費含む） 
 会場：東京家政学院大学 町田キャンパス 

フォレスト ノバ 

たのしく環境を学ぼうin鶴見川 

 
 

8月2４日 (日)  9：00～12：00 

もりのたんけんたい！ 

～えっ!?あれもこれも森からきているの!?～ 
 

8月12日 (火)  13：00～17：00 

自分の身の周りは、たくさんの生き物たちでにぎわっていること
をご存知でしょうか？普段は上から見ている鶴見川の中に入り
お魚とりをして、生き物たちの様子を観察してみましょう!! 
川の中に入りますので、当日は、着替え・タオル・長靴等をご持
参ください。一緒に川で遊びましょう！ 
 

  講師：和光大学 かわ道楽のみなさん 

☆対象：小学１～６年生とその保護者 

☆定員：10組20名 

☆参加費：1組1,000円 

☆会場：鶴見川大正橋（小田急線鶴川駅集合） 

「食と科学」をテーマに食材を使った実験で、楽しく学びます。 
「食と元素」、「食と環境」などの題材でトロロコンブや紅茶などを
使って実験します。 もちろんビストロなので、赤ワイン、白ワイン
も題材としてご用意し、みなさまをお待ち しております。 
 
  講師：サレジオ工業高等専門学校 

      講師 長尾 明美先生 

☆対象：小学校４～６年生とその保護者 

☆定員：20組40名  

☆参加費：1組2,000円（教材費含む） 

☆会場：サレジオ工業高等専門学校 
      （京王線多摩境駅 徒歩10分、 

身近な植物でTシャツを染めよう！(全2回） 

 
 

8月16日 (土)・17日(日）  13：30～16：30 

身近な植物、さくらの葉や枝でＴシャツを染めます。とても簡単で
世界に一つしかないオリジナルのＴシャツを作りませんか？ 
 1日目：輪ゴム絞りや、板を使った板絞りの模様染め 
 2日目：ステンシル技法で模様づけ 
 
  講師：元相模女子大学 準教授 池田節子先生 

☆対象：年長～小学２年生とその保護者 

☆定員：15組30名 

☆参加費：1組4,000円（材料費含む） 

☆会場：町田市生涯学習センター 
     （小田急線町田駅から徒歩約５分・ 
      JR横浜線町田駅から徒歩約３分） 

食はサイエンス！ビストロ・サレジオ 

 
 

8月26日（火） 10：０0～15：00 

№ A1420527 № A1420526 

№ A1420523 № A1420524 

 

☆父と子の料理教室～ソーセージをつくろう～ 
 日時 9月20日（土）10：0.0～13：00 
 対象・定員：4歳児～小学生とその男性保護者 15組30名 
 参加費：3,000円（材料費含む） 
 会場：東京家政学院大学 町田キャンパス  

かんきょう            つるみがわ 

水族館の仕事 

－北里大学海洋生命科学部 夏の体験講座－ 
 

8月18日 (月) ①10：00～11：30・②13：00～14：30 

これできみも いきものハカセ!? 

    ～たのしく研究しよう～ 
 

8月22日 (金)  13：30～17：00 

まちの公園にもいろいろな生きものが住んでいます。 
池や広場などで出会う生きものたちにふれて、身近な自然を楽
しみましょう。 
 

  講師：麻布大学 Green Nova☆のみなさん 

☆対象：小学１～６年生 

☆定員：15名 

☆参加費：1人700円 

☆会場：芹ヶ谷公園 
     （小田急線・JR横浜線町田駅から徒歩約15分） 

№ A1420528 № A1420525 

グリーン ノバ 

けんきゅう 

昨年8月に行われた「水

族館の仕事」の様子 



受講までの流れ

◆受講申し込み 受講申込書に必要事項を記入の上、封書またはFAXにてお申し込みください。（当日必着）
さがまちコンソーシアムのホームページから、ウェブ申し込みもできます。
※なお、申込期限以降も、定員に余裕のある場合は、お申込みいただけます。
※詳しくは、お電話にてお問い合わせください。

申込者が定員を超えた場合は抽選を行います。申し込みをされた方全員に、結果を通知
します。受講決定となった方には、受講証、振込用紙を送付します。

送付された振込用紙で、ゆうちょ銀行（振込手数料はかかりません）にて指定の期日ま
でにお振り込みください。

◆受講開始 受講時には受講証が必要ですので、必ずご持参ください。

※   詳しくは、さがまちコンソーシアム事務局　〈TEL042-747-9038〉　にお問い合わせください。

歳

＊記入必須項目

保護者名記入欄

　 歳

（注１） 行事保険の加入手続を行う都合上、年齢をご記入ください。（注２） 原則として、お一人様につき一枚、受講申込書をご提出ください。
（注３） 個人情報については、さがまちカレッジの運営以外の目的には使用しません。

◆受講者の決定

◆参加費の振り込み

申込日 　　　　　　月　　　　　　日

＊受講講座名 ＊講座ＮＯ．

*　 フリガナ ＊　性　別 男　　　　・　　　　女

＊　氏　名 ＊　年　齢

＊　性　別 男　　　　・　　　　女

携帯電話

　　 E-Mail

＊　氏　名 ＊　年　齢

＊　住　所 〒

＊   ＴＥＬ ＦＡＸ

＊　所　属 □児童・生徒・学生 （学校名：　　　　　　　　　　　      　学 年：　　　　　　）　□その他（　　　　　）

＊　フリガナ

受講申込書 さがまちカレッジ 

申込期限 ２０１４年７月１７日（木） 
ＦＡＸ申込先 ０４２−７０３−８５３６ 

A 1 4 2 0 

　　　　　　　 （HP)


