
  

 

 
            
 
 

 

 

 

 

●学習プログラムは、都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。  

 日時・場所 講 義 内 容 並 び に 講 師 等 

全 

学 

年 

6月 24日（土） 

13：30～16：00 （受付 13：00～） 

芝浦工業大学 大宮キャンパス 

齋藤記念館 / 2号館 

■ 入学式   オリエンテーション 

■＜生き方学＞ アイスブレイク 

～ クラス開き 初めての人と仲良くなろう！～ 
クラーク記念国際高等学校さいたまキャンパス  今窪一太 先生  総合進学専攻生徒 

４
年
生 

6月 25日（日） 雨天時 7月 2日（日） 

9：00～15：00 （受付 8：30～） 

さいたま市見沼自然公園近くの農園 

■＜ふるさと学＞ さいたま市での農業体験 

 ～土と自然に触れ合う！じゃがいも収穫祭と皆で作る美味しい料理～ 
のびのびファーム  小川尚 先生  久保利人 先生 

全
学
年 

7月 1日（土） 

午前の部 10：00～12：00 （受付 9：30～） 

午後の部 13：30～15：30 （受付 13：00～） 

埼玉大学 

■＜はてな学＞ コンピュータ 

～「Scratch」でゲームプログラムを自分で作って楽しんでみよう！～ 
システムエンジニア  國島惇 先生 
（午前・午後の講義内容は同じです。定員の都合、振り分けは後日連絡します。） 

６ 

年 

生 

7月 9（日） 

10：00～12：00 （受付 9：30～） 

埼玉福祉･保育専門学校 

■＜生き方学＞ 手話＆心理 

～手話であの唄を歌おう！ ＆ 人のこころをのぞいてみよう！～ 

手話通訳士  高須一美 先生   臨床心理士  柳忠宏 先生 

４
年
生 

7月 9（日） 

10：00～12：00 （受付 9：30～） 

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 

■＜生き方学＞  おかし作り 

～プロの器具を使ってウエディングケーキを作ってみよう！～ 

埼玉県洋菓子ものづくりマイスター  山本正隆 先生 

全
学
年 

8月 6日（日） 

4年生 10：00～11：30 （受付 9：30～） 

5年生 12：30～14：00 （受付 12：00～） 

6年生 15：00～16：30 （受付 14：30～） 
クラーク記念国際高等学校 さいたまキャンパス 

■＜生き方学＞ 英語コミュニケーション 

～Homestay Englishを学んでみよう！   言葉と文化の違いを超えて～ 
クラーク記念国際高等学校さいたまキャンパス 藤澤貴充 先生  インターナショナル専攻生徒 

６ 

年 

生 
8月 27日（日） 

13：30～15：00 （受付 13：00～） 

人間総合科学大学 蓮田キャンパス 

■＜はてな学＞ 生物学実験  

〜ブロッコリーから DNAをとりだしてみよう！〜  
人間総合科学大学 人間科学部健康栄養学科  平子哲史 先生 

５ 

年 

生 

9月 16日（土） 

14：00～16：00 （受付 13：30～） 

芝浦工業大学 大宮キャンパス 

■＜はてな学＞ まちづくり 

～自分たちで創る明るい未来都市！ ダンボールシティの市長になろう～ 

芝浦工業大学 システム理工学部環境システム学科  作山康 先生 

４
・５
年
生 

10月 15日（日） 

10：00～12：00 （受付 9：30～） 

埼玉動物海洋専門学校 

■＜はてな学＞ 生き物との触れ合い 

  ～生き物を知るには触れ合うことが一番  ルールを守って楽しく学ぼう！～ 

学校法人埼玉動物海洋専門学校  井守和寿 先生  土岐修平 先生 

６ 

年 

生 

10月 21日（土） 

13：30～16：30 （受付 13：00～） 

芝浦工業大学 大宮キャンパス 

■＜はてな学＞ 生命科学実験 

～大学の実験室で学んでみよう！～ 
芝浦工業大学 システム理工学部生命科学科  奥田宏志 先生 

４
年
生 

11月 4日（土） 

14：00～16：00 （受付 13：30～） 

芝浦工業大学 大宮キャンパス 

■＜はてな学＞ 測量実習 

～21世紀の伊能忠敬になってみる！地図づくりのプロたちから学ぶ 3次元測量～ 
芝浦工業大学 工学部土木工学科  中川雅史 先生 

子ども大学 SAITAMA 
～平成 29 年度 入学生募集～ 

 

違う学校・学年の子どもたちが、地域の大学や専門学校・企業などで 

学び・体験する 「子どものための大学」です。 



５
・６
年
生 

11月 12日（日） 

10：00～12：00 （受付 9：30～） 

ユナイテッド・シネマ 浦和 

■＜はてな学＞ 映画の歴史未来・試写室見学 

～来てみてびっくり映写室！みんなの言葉をスクリーンに～ 
ユナイテッド・シネマ株式会社  鈴木雅之 先生 

５ 

年 

生 

12月 3日（日） 雨天時 12月 10日（日） 

9：00～15：00 （受付 8：30～） 

さいたま市見沼自然公園近くの農園 

■＜ふるさと学＞ さいたま市での農業体験 

 ～餅つき体験！ 地元で収穫したもち米と野菜を沢山召し上がれ～ 
のびのびファーム  小川尚 先生  久保利人 先生 

全 

学 

年 

1月 7日（日） 

10：00～13：00 （受付 9：30～） 

埼玉大学 総合研究棟 2階 

■修了証授与式 

■＜生き方学＞ 学習発表会  

～今までの講義で学んだことを発表しよう！～ 

 

●今年度も保護者の皆様向けに講座をご用意しました。子どもたちが学んでいる間に大人も学んでみましょう。 

保
護
者 

6月 24日（土） 
入学式終了後～ 
芝浦工業大学 齋藤記念館 

■トマス・ゴードン博士の「親業」の体験 

～子どもの自立心を育む！ 思春期を迎える親子のコミュニケーション～ 
親業訓練インストラクター   生駒章子 先生 

 

■募集要項  （詳しくは子ども大学 SAITAMAのホームページをご参照ください） 

● 対 象 さいたま市に在住の小学４，５，６年生 

● 定 員 １００名 （定員を超えた場合は抽選となります。6月上旬にメールにてお知らせします。） 

● 参加費 ５，０００円 （保険、材料代他、全回数分の費用です。入学式に集金します。） 

 

■応募方法  （子ども大学 SAITAMAのホームページから、記述漏れの無いようご応募ください。） 

ホームページアドレス cu‐saitama.com 
応募締め切り 5月 26日（金） 必着 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ  info@cu‐saitama.com 子ども大学 SAITAMA事務局 宛 

 

■注意事項  （予めご了承くださいますよう、お願いします。） 

・必ず保護者（大人）の方が送迎してください。各会場に駐車場は用意しておりません。公共交通機関をご利用ください。 

・募集に際して収集した個人情報は、子ども大学SAITAMA実行委員会の事業に関してのみ使用します。 

・講義風景を写真や動画などで記録することがあります。なお、当該写真や動画などは、子ども大学SAITAMAに関する広報やメディア、 

実行委員が所属する各機関・団体の広報やメディアにて使用します。 

・講義内で撮影した写真や提出物・レポート・アンケートについては、教育を改善する目的での研究に使用する場合があります。 

その成果について公表する場合には、個人が特定できない形で公表します。 

・子ども大学開始後の連絡等は原則メールで行いますので、迷惑メール設定等にご注意ください。 

 

<主催> 子ども大学 SAITAMA実行委員会   <後援> さいたま市教育委員会   <オブザーバー> 埼玉県教育局 

子ども大学 SAITAMA 

ホームページ QR コード 

昨年度の様子など、 

ホームページにてご覧ください。 

 


