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❶メールアドレス ❷参加者氏名（フリガナ）・学年　
❸受講希望講座 ❹保護者氏名（代表者可） ❺連絡先電話番号

常葉大学 地域貢献センター HUVOC

TEL:053-428-3532 (センター直通)
【電話対応時間】平日（月～金）10:00～17:00
メール：huvoc@ml.hm.tokoha-u.ac.jp

◉申込フォーム

常葉大学
浜松キャンパス

※定員になり次第、締切となります。申込不可の場合のみ連絡いたします。

※必ず受付を済ませてください。

(本企画の連絡用にのみ使用します)  ※1名ずつお申込みください

受付 9:30～ トコハホール

申込方法

必要事項

お問い合わせ先

❶ 受講講座を選択し、常葉大学HP、または下記申込フォーム
　 （ＱＲコード）に必要事項を入力の上、送信してください。
❷ 締切日：7月13日(水) 

携帯電話、スマートフォン等からの申込は
右のQRコードをご利用ください。

夏休
みの

自由
研究に

も

つか
える
よ!

10:00~12:30
7/16土

開催日

パトカー
や

白バイ・
消防車が

やってく
る！！

主催：常葉大学 地域貢献センター HUVOC
後援:浜松市、浜松市教育委員会、中日新聞東海本社、静岡新聞社・静岡放送
協力：静岡県細江警察署、浜松市北消防署曳馬野出張所浜松キャンパス
※チラシ裏面の「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けてのお願い」をお読みください



【お問合せ】常葉大学 地域貢献センター HUVOC　TEL:053(428)3532　E-mail: huvoc@ml.hm.tokoha-u.ac.jp

食べたらどうなるの？ 消化の実験E-1 E-2
食べたらどうなるの？食べ物に含まれる栄
養素(たんぱく質)の消化について、簡単な
実験を行います。また食べ物の種類の違い
と消化について学びます。

た　 じっけんしょうか

いなさ牛乳を味わおう！D-1D-2
牛乳にたくさんふくまれるカルシウムについて学ぼう！地元
で作られている「いなさ牛乳」を使って、簡単でおいしいパ
ンやスコーンを親子で楽しく作ります。
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル（手拭用）、うわばき

ぎゅうにゅう あじ

参加の際には熱中症対策のため、動きやすい服装で、帽子、水筒、タオルをご持参ください。

L
音楽のビートにのって楽しく運動します。
基本的なエアロビクスにかわいい振り付
けをして、楽しく踊っちゃいます。みんな
で一緒に体を動かしましょう！
【持ち物】室内用シューズ

みんなで Let’s dancing !!

I-1
もし急に災害にあったらどうしたらいい？防
災ダック（カードゲーム）、バケツリレーなど
実際に体を動かして楽しく防災について学ぼ
う！もしもの時に役立つ自分だけのホイッス
ルも作ります。

定　員 各 40名

時　間
対　象 小学生

会　場 3号館ホール

定　員 20名

時　間 11：30～12：30

対　象 小学生

会　場 トコハアリーナ

親子で一緒にパラスポーツに挑戦しようQ-1Q-2
だれでも気軽に楽しめる、パラリンピックの公式種目「ボッ
チャ」に挑戦！障がい者のスポーツを体験するよ。テレビ
でみた東京パラリンピックをみんなで体感しよう！
【持ち物】室内用シューズ

定　員 各 30名

時　間
対　象 小学生

会　場 真和体育館

A-1 B
身近にある『音』についてくわしく学びましょう。かたい
音・やわらかい音・ワクワクする音・ビックリする音。いろ
んな『音』が集まると、ほら、ステキ！
さあ、一緒にメロディーベルの演奏も楽しみましょう！

定　員 10名

時　間 10：00～11：00

対　象 小学生、保護者

会　場 ５２０７教室

定　員 各 親子7組

時　間
対　象 幼児・小学生、保護者

会　場 5308教室

定　員 各 50名

時　間
対　象 小学生

会　場 3318教室

ぴかぴかどろだんごを作ろう！H-1 I-2H-2
みんな一度は作ったことがある「どろだん
ご」。そんなどろだんごを、ぴかぴかに光るど
ろだんごに変身させてみよう！ぴかぴかどろだ
んごには、どんな土が向いているのかな？どん
なふうに作るの？楽しく研究しましょう！　

おもしろ化学～スライムを作って遊んでみよう！～F
ドロドロ？ ヌルヌル？ なにか不思議だけど
気持ちいい！さわってたのしい自分だけの
「スライム」を作ってみよう。遊びを通して、
化学の不思議を体験しよう！

かがく つく あそ

2022北区わくわく
元気プロジェクト

下記から選んで受講してください。
すべて予約が必要です。 

参加無料受付中

A-2

D-1／10：00～11：00
D-2／11：30～12：30

A
B C

英語で楽しく遊びましょう！
たのえいご あそ

※幼児(4～6歳）はA-1、小学生はA-2でお申し込みください

定　員 各20名

時　間
対　象 幼児・小学生（低学年）

会　場 2201教室

音をきいたり、絵を見たり、体を動かして、
楽しく英語を体験しましょう。リズムに合わ
せているうちに、ほら、いつの間にか英語で
しゃべっています。
“Let’s enjoy English!!”…smile

A-1／10：00～10：45
A-2／11：30～12：15

定　員 各 10名

時　間
対　象 小学生（中・高学年）

会　場 5301教室 E-1／10：00～10：40
E-2／11：30～12：10

定　員 20名

時　間
対　象 小学生

会　場 5311教室

I-1／10：00～11：00
I-2／11：30～12：30

H-1／10：00～11：00
H-2／11：30～12：30

定　員 各 親子12組

時　間
対　象 小学生、保護者

会　場 5208教室

フードアクション浜松！ ～食料自給率を学ぼう～G-1 G-2
みんなが毎日食べているものはなに？食べ物には外国から
来るものが多くあります。もしも食べ物が輸入されなく
なったらどうなるでしょうか。「地産地消おにぎり」を作っ
て、日本の食料事情を学びましょう。
【持ち物】うわばき、タオル（手拭用）

G-1／10：00～10：50
G-2／11：30～12：20

Q-1／10：00～11：00
Q-2／11：30～12：30

音で遊ぼう ～見つけて遊ぶ・楽器で遊ぶ・身体で遊ぶ～

P
シュートを打ったり、パスを投げたり、ドリブ
ルしたり、バスケットボールはいろんな運動
をすることができます。ボールにふれて楽し
く運動しよう！
【持ち物】室内用シューズ、（お持ちの方は）ボール

定　員 30名

時　間 10：00～11：30

対　象 小学生

会　場 トコハアリーナ

バスケットボールで楽しく運動！
～いろいろな動きを身につけよう～

たの うんどう

キッズオープンキャンパス

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けてのお願い

① 以下に該当する場合はご来場をお控えください（状況によっては入場をお断りすることがあり 
ますことををご了承ください）。

　 ・体調がよくない（発熱・咳・咽頭痛・味覚障害などの症状がある）
　 ・新型コロナウイルス感染症陽性者や感染が疑われる方との濃厚接触がある
　 ・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
　　地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある
② 来場の際は、「マスクの着用」「こまめな手洗い・手指消毒」にご協力ください。

③ 入場時に検温及び「体調チェックシート」の提出にご協力いただきます。
　 ※様式は常葉大学ＨＰからダウンロードしてください。

④ 来場者同士の身体的距離の確保をお願いします。

⑤ 講座中、大きな声での会話はお控えください。

⑥ 新型コロナウイルス感染症等の発生状況や天候、その他やむを得ない事情により、
　 開催を中止または延期する場合があります。その際は常葉大学ＨＰでお知らせしますので、ご確
認ください。

⑦ 参加者に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合、必要に応じて保健所等の公的
機関へ、申込時に登録された参加者の氏名、連絡先が提供されることがあります。

K
どうしたら速く走れるの？どうしたら力こぶが大きくなる
の？どうしたらからだが柔らかくなるの？もけいを使って筋
肉が発達するしくみや働きを楽しく学びます。マシンを使っ
てスポーツ選手のトレーニングを体験します。
【持ち物】室内用シューズ

めざせアスリート！ 勝つための筋肉の動き
きんにく

たのしくあそまなぼうさい

うごか

定　員 20名

時　間 10：00～11：00

対　象 小学生

会　場 トコハアリーナ

おと あそ み あそ あそ あそがっき からだ C
トランスパレントペーパーという半透明の折り紙を使って
星を作りましょう。折る、貼るだけで光かがやく美しいグ
ラデーションが生まれるよ。重ね方を変えて色々な星を
作ってみよう！窓辺に飾るととてもきれいです。

定　員 15名

時　間 10：00～11：30

10：00～11：00

対　象 小学生

会　場 ５106教室

おやこ いっしょ ちょうせん

手洗いチェック！ きちんと手を洗えるかな？N-1
きかいで手の汚れをそくていするよ。手
が汚れていると、病気になっちゃうから、
おにいさんやおねえさんから正しい手あ
らいを教わってね。めざせバイキンゼロ！

そのむかし、自然のしくみやからだの変化を５つのタイプ
（木、火、土、金、水）に分けて説明する五行という考え方が
ありました。健康について学びながら５つの的をねらう射
的ゲームに挑戦！健康レシピをゲットしよう！！

定　員 各 20名

時　間
対　象 幼児・小学生

会　場 3号館ホール N-1／10：00～10：30
N-2／11：30～12：00

てあら て あら ツボケアで、キラキラの笑顔になろう！
～顔ツボのセルフケア方法～

O-1N-2M-1

定　員 各 親子6組

時　間
対　象 小学生、保護者

会　場 3号館ホール M-1／10：00～10：30
M-2／11：30～12：00

M-2 O-2
東洋医学のツボは顔や首にもたくさんあり
ます。自分でできるツボの押し方、さすり方
を紹介します。家族みんなでやってみましょ
う。笑顔で過ごす夏になりますように！

定　員 各 12名

時　間
対　象 小学生、保護者

会　場 3225教室 O-1／10：00～10：40
O-2／11：30～12：10

えがお

ゲームで学ぶ東洋医学
～射的で健康レシピを手に入れよう～

まな とうよういがく

親子工作「窓辺のグラデーション」
 ～トランスパレントスターの作り方～

おやここうさく まどべ

プラスチックの不思議体験
～プラバンキーホルダーを作っちゃおう～

R-1 R-2
好きなキャラクターを、とうめいなプラスチックに写してマジッ
クで色をつけよう。トースターに入れると「グニャリンパ」。
あれ不思議！かわいいキーホルダーに大変身。自分だけのオ
リジナルキーホルダーを作っちゃおう！

定　員 各 10名

時　間
対　象 幼児・小学生（低学年）

会　場 3104教室 R-1／10：00～11：00
R-2／11：30～12：30

ふしぎ たいけん

J-1
運動が得意になりたい！プロスポーツ選手になりたい！
そのためには、たくさんチャレンジすることが大切です。
走る、跳ぶ、投げる、蹴るなど、いろんな運動やゲームに挑
戦して、得意なスポーツを見つけよう！
【持ち物】室内用シューズ

定　員 各 50名

時　間
対　象 小学生

会　場 真和体育館

J-2

J-1／10：00～11：00
J-2／11：30～12：30

とこはオリンピック2022

はままつ つくまなしょくりょうじきゅうりつ
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