
　　　　　　

お問い合わせ・
お申込先

さがまちコンソーシアム事務局 さがまちカレッジ担当 
（公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム） 

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/  
【お問合せ時間】月～金曜日（祝日を除く）  9：00～12：00 13：00～17：00 

お申込期限：2017年7月5日(水)〈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！ 

2017年夏休み 

№ A1720506 № A1720507 

『ことわざ英語かるた』で遊ぼう♪ 

    ～ゲームからオリジナル英語かるた作りまで～ 
 
       7月23日 (日)  13：00～15：30 

表現の違（ちが）いは文化の違（ちが）い。ことわざを通して異文
化体験しよう！ 
かるたを使ったオセロやビンゴゲームで英語のことわざに触れ、
その後にイラストつきのオリジナル英語かるたを作ります。 
「ことわざ英語かるた」は百人一首の英語ことわざ版のようなも
ので、遊びながら自然に英語に親しむことができます。 
 
  講師：相模女子大学 こども教育学科 
  講師：非常勤講師 匂坂 桂子先生 

☆対象：小学３～６年生 
☆定員：20人 
☆参加費：1人1,300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） 

まんがを描こう！（全3回） 
 

 7月22日・29日・8月5日(土)  

10：00～11：30 

『まんが』が好きなみなさん、自分の考えたキャラクターで『まんが』
を描いてみませんか？キャラクターの動きや顔の表情の描き方まで
プロの漫画家が教えます。 
 
  講師：町田・デザイン専門学校 講師 
  講師：漫画家 長尾 朋寿先生 

☆対象：小学４年生～中学３年生 
☆定員：10人 
☆参加費：1人3,500円（教材費含む） 
☆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） 

ホームページか
ら申し込みがで
きます！ 



№ A1720508 № A1720509 

親子で体験、観光アクティブ・ラーニング 

－旅行企画や観光業のお仕事を学ぶ講座－ 
 

8月9日（水）  14：00～16：30 

親子いっしょにプログラミング 

 
 
       7月29日 (土)  9：30～12：30 

親子で一緒にプログラミング体験をしてみませんか？ 
ブロックプログラミング環境Scratchを利用して，自分だけのオリジ 
ナルゲームやアニメーションを作ってみよう！ 
 
  講師：青山学院大学 社会情報学部 
      准教授 伊藤 一成先生 
      助教 吉田 葵先生 

☆対象：小学４～６年生とその保護者 
☆定員：40組80人（２教室に別れて行います。） 
☆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） 
 

布でかんたんなバッグを作ろう  

－織る・編む・デコレーションで楽しいバッグ作り－ 

 
      7月26日(水)  10：00～12：00 

昨年夏に大好評だったバック作りの第２弾（だん）です。 
フェルトをベースに、「あむ」「おる」「かざる」などのいろいろな方
法でデコレーションして、個性豊かな可愛いバッグを作ります。 
夏のお出かけや、夏休みの課題に役立ちます。 
 
  講師：池田 節子先生（元相模女子大学 准教授） 

☆対象：５歳児（年中）～小学４年生（保護者同伴歓迎！） 
☆定員：15人 
☆参加費：1人2,500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） 

 
 

小学生のためのはじめてのAndroidアプリ作り体験 

（全3回）    

8月23日(水)・24日(木）・25日(金） 

13：00～14：30 

プログラミングの基礎からAndroidアプリ作りを体験します。自分
で作ったアプリでみんな一緒に遊びましょう。 
 
 
  講師：サレジオ工業高等専門学校 
  講師：講師 清水 哲也先生 
 

☆対象：小学５・６年生 
☆定員：20人 
☆参加費：1人2,000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） 

３Ｄプリンタを体験してみよう！ 

 
    

8月24日(木）  13：30～16：30 

3Dプリンタを触ったことはありますか？どのようなことができるの
か体験してみましょう。初めてでも簡単に操作できるアプリケー
ションソフトを使って、自分でデザインしたキーホルダー（ストラッ
プ）を3Dプリンタで作ります。 
 
 
  講師：女子美術大学 芸術学部 
  講師：特任講師 佐藤 紀子先生 

  講師：講師    西井 美佐子先生 
 

☆対象：小学２～６年生（保護者の見学も可） 
☆定員：10人 
☆参加費：1人2,500円（材料費含む） 
☆会場：女子美術大学 相模原キャンパス 
      （小田急線相模大野駅からバス約20分、 

親子で一緒に「旅行」に関する仕事について、楽しく学んでみま
せんか。講師考案の観光学習教材を使って「マーシャラ―やホテ
ルマンのお仕事」「旅の企画」「コラージュ製作」を行います。 
 
  講師：相模女子大学 子ども教育学科 非常勤講師 
      玉川大学 教育学部 教授 寺本 潔先生 

☆対象：小学３～６年生とその保護者 
☆定員：18組36人 
☆参加費：1組1,300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） 

№ A1620512 № A1720513 

№ A1720517 № A1720518 

お     あ 

親子で作ろう！ 

     LEDで光るカラフルなミニチュアハウス 
   

8月20日（日） 13：30～16：30 
 

親子それぞれ、手のひらサイズのミニチュアハウスを作ります。
壁や屋根の色や窓の形を自由に設計して、中にLED照明を入れ
て組み立てれば、色あざやかに光オリジナルハウスの完成です。 
 
  講師：女子美術大学 芸術学部 非常勤講師 
       しのだ みほ先生 

☆対象：小学１～６年生とその保護者 
☆定員：12組24人  

☆参加費：1組3,000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） 
 



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。

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
さやり体験などをします。 
 
  講師：北里大学 海洋生命科学部 
      准教授 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人 
☆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） 

たのしく環境を学ぼうin鶴見川 

 

8月25日 (金)  10：00～13：00 

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21日 (月) ①10：00～11：30・②13：00～14：30 

①と②は、同じ内容です。 

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!! 
こどももおとなも川の中に入りますので、当日は、着替え・タオル・
ぬれても良い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人 
☆参加費：1組1,200円 
☆会場：鶴見川大正橋（小田急線鶴川駅集合） 
      ※悪天候の場合は、講座内容を変更します 

小・中学生のための点字基礎講座 

     －たった六つの点なのに－ 
   

8月9日(水) 10：00～12：30 
 

親子で協力して、小麦粉からこねてうどんを打ちます。打ったうど 
んで、津久井地域の伝統料理「にごみ」を作って試食します。 
地元の伝統料理「にごみ」を通して食文化について考えてみませ 
んか。 
 
  講師：東京家政学院大学 生活デザイン学科 
  講師：助教 櫻井 美代子先生 

☆対象：５歳児（年中）～小学６年生とその保護者 
☆定員：16組32人  

☆参加費：1組2,600円（材料費含む） 
☆会場：東京家政学院大学 町田キャンパス 
      （JR横浜線・京王線橋本駅からバス約７分、駐車場あり） 
 

型染でテーブルセンターを染めよう 

 
 
       8月23日(水)  10：30～12：00 

型染という方法で、テーブルセンターを染めてみましょう。自分で 
作った型紙を使って自由にいろを組み合わせ、オリジナルのテー 
ブルセンターを作ってみましょう。 
別途実費負担で追加制作できます。 
 
  講師：東京家政学院大学 生活デザイン学科 
  講師：助教 佐々木 麻紀子先生 

☆対象：小学１～６年生（保護者同伴参加歓迎！） 
☆定員：15人  

☆参加費：1人1,500円（材料費含む） 
☆会場：東京家政学院大学 町田キャンパス 
      （JR横浜線・京王線橋本駅からバス約７分、駐車場あり） 
 

親子で作るうどん教室 

 
 

9月2日（土） 10：30～13：30 
 

視覚障害者である先生が「点字」の楽しさやおもしろさをゲーム 
を交えながら分かりやすくお話しします。 
点字を理解し、使えるようになれば、目の不自由な人たちとのコ 
ミュニケーションの範囲が、もっとずっと広がります。点字の読み 
書きを体験してみませんか。 
 
 
 
☆対象：小学３～６年生とその保護者、中学生、中学生の保護者 
☆対象：小学生と保護者はペアで、中学生と保護者は１人ずつ 
☆対象：お申込みください。 
☆定員：25組 
☆参加費：1組2,000円（点字器代含む） 
☆会場：相模女子大学（小田急線相模大野駅から徒歩約10分） 

№ A1720511 № A1720510 

№ A1720520 № A1720519 

№ A1720514・A1720515 № A1720516 

キッズ イングリッシュ イン サレジオ 

Kids English in SALESIO (全４回） 
   

8月4日(金)・5日（土）・6日（日）・７日（月）  

9：30～12：00 
 
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：講師 Paul McCann先生 

☆対象：小学校１・２年生（保護者同伴） 
☆定員：20人  

☆参加費：1人4,000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） 
 

かんきょう            つるみがわ 

講師：相模女子大学 子ども教育学科 
講師：非常勤講師 堀越 喜晴先生/教授 久保田 力先生 

かたぞめ 

学生講師プログラム 



　　　　　　 （HP)　　　

※   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。お気軽にお問い合わせください。
※ 受講決定後、受講のご案内、振込用紙等をお送りします。

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。

申込日 　　　　　　月　　　　　　日

＊受講講座名 ＊講座ＮＯ．

*　 フリガナ ＊　性　別 男　　　　・　　　　女

＊　住　所 〒

＊   ＴＥＬ ＦＡＸ

＊　氏　名 ＊　年　齢

携帯電話

 E-Mail

＊　所　属 □未就学児　　　□児童 （      　 　　年生　）　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

＊　フリガナ ＊　性　別 男　　　　・　　　　女

＊　氏　名 ＊　年　齢

受講申込書 さがまちカレッジ 申込期限 ２０１７年７月５日（水） 

ＦＡＸ申込先 ０４２−７０３−８５３６ 

A 1 7 2 0 

 

№ A1720621 

食品を作るカビを見てみよう  
 7月22日(土) 13：00～15：００ 

麹（こうじ）やチーズなど食べ物を作る時にも利用されている「カビ」。動
植物のようにカビもいろいろな形の種類がいます。実際に食品からカ
ビを採り出して、顕微鏡でみてみましょう。 
 
  講師：麻布大学 生命・環境科学部 講師 小林 直樹先生 

☆対象：小学５,６年生・中学生 ☆定員：20人 
☆参加費：1人1,300円（教材費含む） 
☆会場：麻布大学（JR横浜線矢部駅から徒歩約４分） 
☆申し込み多数の場合は、中学生を優先に抽選します。 

この他にも、中学生対象の講座があります。 

★細胞のなかを見てみよう        8月1日（火）10：30～12：00 

★中学生のための初級薬学講座～薬の秘密を確かめよう～ 
           8月6日（日）13：00～16：00 

★中高生のための心理学入門     8月8日（火）13：30～16：45 

★中学生のためのANdroidアプリ作り体験(全3回) 
8月23日（水）～25日（金）15：00～17：00 

詳細は、お問い合わせください。 
TEL：042-747-9038 HP：http://sagamachi.jp/  
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