11．エクステンションワーク
（１）東京農業大学
１）オープンカレッジ

〔令和2年4月～令和3年3月〕

前期

2020 年度前期は、コロナウイルス感染拡大防止の観点から全て休講となりました。

２）オープンカレッジ
開 催 日
2020 年
10/3(土)·10/10(土)·10/18(日)
·10/31(土)·11/8(日)
10/3(土)·10/17(土)·11/14(土)
·12/12(土)
10/17(土)·10/24(土)·10/31(土)
·11/7(土)·11/21(土)·12/19(土)
·1/9(土)·1/30(土)·2/6(土)·
2/20(土)·3/6(土)
10/4(日)·11/15(日)·12/6(日)
10/4(日)·11/15(日)·12/6(日)
10/9(金)·10/16(金)·10/23(金)
10/10(土)·10/24(土)·11/8(土)
10/11(日)·10/31(日)
10/11(日)
10/13(火)·10/27(火)·11/10(火)
·11/24(火)·12/8(火)·12/22(火)
·1/12(火)·1/26(火)·2/9(火)·
3/9(火)
10/13(火)·10/27(火)·11/10(火)
·11/24(火)·12/8(火)·12/22(火)
·1/12(火)·1/26(火)·2/9(火)·
3/9(火)
10/13(火)·11/17(火)·3/9(火)
10/14(水)·10/28(水)·11/11(水)
·11/25(水)·12/9(水)·12/23(水)
·1/13(水)·1/20(水)·2/10(水)·
2/24(水)
10/14(水)·10/28(水)·11/11(水)
·11/25(水)·12/9(水)·12/23(水)
·1/13(水)·1/20(水)·2/10(水)·
2/24(水)
10/17(土)
10/17(土)
10/18(日)·11/22(日)·12/13(日)
10/19(月)

後期
講

座

名 / 講

師

環境植栽学 No.2
地域創成科学科 教授 内田均ほか
造園伝統技法の基礎実習
造園科学科 教授 高橋新平、造園科学科 教授 鈴木貢次郎ほか
小学生のためのフェンシング教室 ～誰でもできるフェンシング～
醸造科学科 准教授 数岡孝幸、東京農業大学 名誉教授 髙橋英一
日本のお茶 世界のお茶 初級「お茶を知る」
隠れ茶を守る会 代表 齋藤雅子、お茶と暮らしの研究家 平野裕美
日本のお茶 世界のお茶 中級「お茶を淹れる」
隠れ茶を守る会 代表 齋藤雅子、お茶と暮らしの研究家 平野裕美
能の香り ～小謡を覚えて能に触れる～
東京農業大学 客員教授 藤森嶺ほか
おいしいコーヒーを科学する
国際食農科学科 教授 古庄律、堀口珈琲研究所 堀口俊英
香りの効能 ～医療・介護分野への展開～
東京農業大学 客員教授 藤森嶺ほか
キヌアまるごと体験講座～映画と音楽で体感するキヌアの故郷アン
デスの世界～
日本キヌア協会 事務局長、元非常勤講師 日高 憲三ほか
植物画講座 火曜クラス（新規）
グリーンアカデミー講師 ボタニカルアーティスト 佐々木啓子ほか

開 催 場 所
世田谷代田
世田谷ほか

世田谷

世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田/ｵﾝﾗｲﾝ
世田谷代田
世田谷代田/ｵﾝﾗｲﾝ
世田谷代田

世田谷代田

植物画講座 火曜クラス（継続）
グリーンアカデミー講師 ボタニカルアーティスト 佐々木啓子ほか
毎日の暮らしに活かす薬膳・中医学 火曜クラス
国際中医師 国際中医薬膳師 江口 美智
植物画講座 水曜クラス（新規）
グリーンアカデミー講師 ボタニカルアーティスト 佐々木啓子ほか

世田谷代田

世田谷代田

世田谷代田

植物画講座 水曜クラス（継続）
グリーンアカデミー講師 ボタニカルアーティスト 佐々木啓子ほか
食の検定講座 A クラス
食育推進団体イートライトジャパン 代表理事 安武郁子ほか
生き物に触れて、環境と進化を学ぼう！～バックヤードもご案内～
進化生物学研究所 東京農業大学 非常勤講師 蝦名元ほか
ヤマブドウの魅力を探る
東京農業大学 非常勤講師 平尾正之
テーブルガーデニング ～小さく楽しむ季節の寄せ植えづくり～
A クラス
東京農業大学グリーンアカデミー 副校長 大出英子

世田谷代田

世田谷代田
食と農の博物館
世田谷代田
グリーンアカデミー
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開 催 日
10/25(日)
10/26(月)·11/2(月)·11/9(月)
·11/16(月)·11/30(月)
10/29(木)·11/26(木)·3/4(木)
11/1(日)
11/6(金)
11/7(土)
11/7(土)
11/14(土)
11/21(土)·12/26(土)
11/21(土)·11/28(土)·12/5(土)
11/25(水)
11/27(金)
11/28(土)
11/28(土)
11/29(日)
12/5(土)·1/23(土)·2/20(土)

12/7(土)
12/12(土)·12/19(土)·1/16(土)
12/12(土)
12/14(月)
12/20(日)
12/21(月)
12/26(土)

講
座
名 / 講
師
季節のフラワーデザイン講座 A クラス
花の教室 ADEMAIN 主宰 平尾洋子
自然に寄せて心を映す―俳句入門
東京農業大学 名誉教授 中川純一、応用生物科学部 教授 寺本明子
毎日の暮らしに活かす薬膳・中医学 木曜クラス
国際中医師 国際中医薬膳師 江口美智
ヒツジとヤギの違いについて知ろう
東京農業大学前教授・客員教授 苗川博史
料理とワインのマリアージュ オンライン講座
料理研究家 かわごえ直子
世界一辛いトウガラシを作る研究開発戦略
農学部 准教授 杉山立志
江戸と全国地ものに学ぶ ～田中酒造場の酒造り～
東発酵醸造研究所 東和男ほか
Scratch3.0 と Python で学ぶプログラミング入門 オンライン講座
地域環境科学部 教授 佐々木豊
香りを嗅ぐ
東京農業大学 客員教授 藤森嶺ほか
フレーバー・フレグランス検定 2 級試験付き対策講座（前期）
東京農業大学 客員教授 藤森嶺ほか
ブラウン・ブレッドの楽しみ方 ～基本編～
パン食文化研究室 青沼一彦ほか
スパイスを使った Xmas リースをつくろう
東京農業大学 元非常勤講師 高橋和良ほか
針葉樹香るフレッシュクリスマスリースづくり
東京農業大学グリーンアカデミー 副校長 大出英子
食の検定講座 B クラス
食育推進団体イートライトジャパン 代表理事 安武郁子
季節のフラワーデザイン講座 B クラス
花の教室 ADEMAIN 主宰 平尾洋子
台湾の健康美食を知る
：体を整える食材・料理・スイーツ・お茶の活用法体験講座
東京農業大学 名誉教授 豊原秀和、漢方上級スタイリスト 松浦優子
テーブルガーデニング ～小さく楽しむ季節の寄せ植えづくり～
B クラス
東京農業大学グリーンアカデミー 副校長 大出英子
フレーバー・フレグランス検定 3 級試験付き対策講座
東京農業大学 客員教授 藤森嶺ほか
身近なテーマでサイエンスショー
東京農業大学前教授・客員教授 苗川博史
分子栄養学で美しい肌を手に入れる A クラス
食品安全健康学科 助教 山根拓実
季節のフラワーデザイン講座 C クラス
花の教室 ADEMAIN 主宰 平尾洋子
お正月を迎えるオリジナル七味唐辛子を作ろう
東京農業大学 元非常勤講師 高橋和良ほか
目指せ香り博士！レモンの香り大研究
フレーバーフレグランス協会 業務執行理事 日野原千恵子ほか

開 催 場 所
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
オンライン
世田谷代田
世田谷代田
オンライン
世田谷代田
世田谷代田/ｵﾝﾗｲﾝ
世田谷代田
世田谷代田
グリーンアカデミー
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田

グリーンアカデミー
世田谷代田/ｵﾝﾗｲﾝ
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田

2021 年
1/9(土)
1/16(土)
1/17(日)
3/12(金)
1/22(金)
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「菌活の科学！」
東発酵醸造研究所 東和男ほか
古代より封印された香りー 埋木の魅力 ―
進化生物学研究所 東京農業大学 非常勤講師 蝦名元ほか
モンゴル遊牧民に学ぶヒツジとヤギの飼養管理技術
東京農業大学前教授・客員教授 苗川博史
スパイスの特質を知り、自分好みのカレー粉を作ろう
東京農業大学 元非常勤講師 高橋和良ほか
分子栄養学で美しい肌を手に入れる B クラス
食品安全健康学科 助教 山根拓実

世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田

開 催 日
2/13(土)
2/15(月)
2/27(土)
3/6(土)·3/13(土)·3/27(土)·
4/3(土)
3/6(土)
3/2(火)
3/26(土)

講
座
名 / 講
師
季節のフラワーデザイン講座 D クラス
花の教室 ADEMAIN 主宰 平尾洋子
テーブルガーデニング ～小さく楽しむ季節の寄せ植えづくり～
C クラス
東京農業大学グリーンアカデミー 副校長 大出英子
ヒツジのマスコットをつくる
東京農業大学前教授・客員教授 苗川博史
香りの科学と美学
東京農業大学 客員教授 藤森嶺ほか
フレーバー・フレグランス検定 3 級合格者向け講座
東京農業大学 客員教授 藤森嶺ほか
身体に良い雑穀料理を作ろう！！
デザイン農学科 教授 谷口亜樹子ほか
意外と知らない「食品表示」
食品表示活用研究会 消費者部会一同

開 催 場 所
世田谷代田
グリーンアカデミー
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
世田谷代田
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