
2016/2/8現在

開始月日 終了月日

北海道大学 a05演奏会等 b09学生の課外活
動

CLARK THEATER 2015 未定（10月～11
月）

クラーク会館講堂 クラーク会館で映画を上映し，映像文化の振興，学生と市民との交流，学生の
キャリアアップを図るもの。なおクラーク会館が改修予定のため，時期は未定
である。

参加要件なし
入場料未定　※小学生以
下無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務部学生支援課学生
支援企画担当
Tel:011-706-7454

http://www.clarktheater.jp/

北海道大学 a08その他 b09学生の課外活
動

北大金葉祭 10月下旬あるい
は11月上旬の土

日

イチョウ並木 イチョウ並木が歩行者天国となる時期に合わせて，イチョウ並木のライトアップ
を行い，学生と市民の交流，学生のキャリアアップを図るもの。
なお、日程が確定するのは10月上～中旬である。

参加要件なし
参加費無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務部学生支援課学生
支援企画担当
Tel:011-706-7454

北海道大学 a08その他 b06地域社会貢献 宮部金吾展（仮称） 10/1 12/25 北海道大学附属図書館本館（玄関
ロビー）

札幌農学校の２期生といえば新渡戸稲造，内村鑑三など著名な人物がいます
が，その中でも宮部金吾は生涯にわたり本学にかかわりをもち，その発展に多
大な貢献をした人物です。植物学の教育･研究に身を捧げた宮部金吾の足跡
を今一度振り返り，多くの人に知っていただく展示を行います。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属図書館　管理課庶
務担当
Tel:011-706-2967
Email:shomu2/atmark/lib
.hokudai.ac.jp

http://www.lib.hokudai.ac.jp

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 北海道大学「法律相談室」 10/3（土） 11/28（土）
※毎週土曜

13:00～15:00（不
定期に休室日あ

り）

北海道大学法学部棟　法学部１０３
室
　（北海道札幌市北区北９条西７丁
目）

当相談室は学生による法律相談所で，担当室員が相談内容について事実関
係を聞いた上，室員による調査・検討後に相談者に回答するもの。相談後には
顧問教員を交えて事例検討会を行い，相談内容と回答について再検討する。
検討の結果，回答の訂正がある場合は，相談者に再度来室していただくか電
話により訂正を行う。

参加費：無料
事前申込不要（契約書や登
記簿の写し等の関係書類
を持参の上，直接実施場所
までお越し下さい）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

法学研究科・法学部教務
担当
011-706-3120

http://housou.sakura.ne.jp/

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「ようこそ！ヘルスサイエンス
の世界へ」

11/3 北海道大学　大学院保健科学研究
院

「ようこそ！ヘルスサイエンスの世界へ」という基本テーマのもと，３名の講師陣
（未定）が各々の専門分野について研究活動を広く一般に紹介予定である。

参加費：無料
事前申込：10月16日までに
電話かメールで（FAX不可）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大学院保健科学研究院
庶務担当
Tel:011-706-3315
Mail:shomu/atmark/hs.ho
kudai.ac.jp

http://www.hs.hokudai.ac.jp/

北海道大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 リフレッシュ理科教室　サイエンスオリエ
ンテーリング

10/24 北海道大学　工学部　大学院情報
科学研究科

子供達の理科離れが問題視される昨今，主に市民・教員の皆さんに理科の面
白さを知ってもらう，教育の現場で使用できる実験などを伝える，最新の科学
技術を知る機会を設ける，また小中高校生を対象に実験・研究施設などを直
接見てもらうことにより，理科の楽しさや科学技術への憧れを抱いてもらうため
のイベントです。

参加費：無料
要事前申込(電子メール)
hokkaido/atmark/jsap.or.jp

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

応用物理学会北海道支
部･庶務幹事
植村哲也
011-706-6440
uemura/atmark/ist.hoku
dai.ac.jp

http://annex.jsap.or.jp/hokkaido/in
dex.htm

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 民衆・記憶・アート 10月頃（詳細未
定）

11月頃（詳細未
定）

北海道大学（詳細未定） 本講座では，過去の記憶と芸術表現，とくに民衆―日常を生きる人々―の生
活や歴史がいかに芸術に表現されるのか等について講義を行います。具体的
には，エスニシティの記憶とアートの問題や，絵画や写真に残されたさまざまな
時代・場所に生きる人々の日常生活や文化等について，多様な作品を取り上
げ，視覚的に論じていく。

講習料：3,000円
募集人数：40名
募集期間：未定

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

メディア・観光学学事務
部総務担当
Tel：011-706-5115
E-mail：
soumu/atmark/imc.hoku
dai.ac.jp

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 記憶をめぐる観光論　～アーカイブ構
築とアイデンティティ形成～

10/1 11/12 北海道大学情報教育館スタジオ型
多目的的中講義室

本講座では，ある地域に存在する資料の取捨選択（キュレーション）が行われ
た記憶の蓄積施設である民俗資料館や博物館などのアーカイブや，宗教的・
祝祭的あるいは大衆的な意味づけによって誕生したモニュメントが，場所のア
イデンティティに一体どのような作用を及ぼすのかについて，あらゆる側面から
考えていきます。

講習料：4,000円
募集人数：50名
募集期間：8/6～9/10

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

メディア・観光学学事務
部総務担当
Tel：011-706-5115
E-mail：
soumu/atmark/imc.hoku
dai.ac.jp

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 サステイナブルキャンパス国際シンポ
ジウム2015
持続可能な社会実現のためのチーム・
ビルディング - 世界の課題に取り組む
大学の新たな組織づくりとサステイナビ
リティ・オフィスの役割

12/3 北海道大学
学術交流会館（講堂）

国内外から3名の専門家を招き、大学の「象牙の塔」から「社会へ開かれ
た場」への進化について、①チーム・ビルディング、②サステイナビリ
ティ・オフィスの役割、③トップコミットメントとボトムアップの双方向戦略な
どに分けて議論し、市民の皆様と一緒に考えます。

参加費：シンポジウム無料
（レセプションは有料）
事前申込：シンポジウムは
12/2まで，レセプションは
11/26までに申込み

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

サステイナブルキャン
パス推進本部
TEL: 011-706-3660
E-mail:
osc/atmark/osc.hokud
ai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/sc-sympo/

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 神秘的な物質　―その科学と応用― 8/21 9/25 北海道大学
工学部B11講義室

自然界物質の性質を利用し、持続可能な社会構築に貢献する為の最前
線の研究を市民のみなさまにもわかりやすく解説し、カラフルな画像や動
画・イラストで伝えます。

参加費：1回1,500円
　　　　　 6回3,500円

c01大学生・大学院生 北海道大学工学系事
務部教務課
TEL：011-706-6124
E-mail:k-
gaksei/atmark/eng.hok
udai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/mystery/

北海道大学 a08その他 b09学生の課外活
動

TEDxHokkaidoU 2015 10/11 北海道大学ﾌｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ推進本部

『Allure of Adventure 冒険の誘惑』をテーマに、ワクワクするような北海
道大学の「価値あるアイデア」をみなさまに発信し、北海道大学を地域・
世界にアピールすべく、熱いプレゼンテーションを行います。

参加費：3,000円程度 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

TEDxHokkaidoU
E-
mail:info/atmark/tedxh
okkaidou.com

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/ted/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 触媒科学研究所　国際シンポジウム 10/13 10/15 北海道大学
フロンティア応用科学研究棟
鈴木 章ホール

北海道大学「触媒科学研究所」改組を記念して国内外から著名な研究者
を招へいし、国際共同研究の促進、サステナブル社会の革新的触媒開
発に向けた意見交換などを行う、専門家対象のシンポジウムです。

参加費：無料
事前申込：9/15までに
メールにて申込み

c01大学生・大学院生 北海道大学 触媒化学
研究センター
TEL：011-706-9145
E-
mail:nakayama/atmark
/cat.hokudai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/catalysis/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 北方圏のまちづくり・エネルギー・木
造建築に関する国際シンポジウム

10/15 北海道大学遠友学舎 北海道とフィンランドの専門家達が、北方圏の地域開発について、木造
建築・エネルギー・まちづくりの視点から議論し、市民や学生の皆様と共
有します。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学　大学院工
学研究院・建築環境学
研究室
TEL：011-706-6250
E-
mail:mori.taro/atmark/
eng.hokudai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/arctic/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 脆弱な巨大炭素貯蔵庫-熱帯泥炭
林-を監視する温暖化緩和のために

11/3 北海道大学学術交流会館（第1
会議室）

東南アジアの熱帯泥炭林では、森林伐採や農地開発が火災に繋がり、
膨大な二酸化炭素が排出される可能性が高いです。この保全を目指し
「監視」を行う研究者が、最新の研究成果から泥炭林の今と未来につい
てみなさまにわかりやすく解説します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学　大学院農
学研究院
TEL：011-706-3689
E-mail:
hirano/atmark/env.agr.
hokudai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/carbon/
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北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 臭いものに蓋をしない？：「フン」をめ
ぐる文化論や技術論
 ―アフリカやアジアの事例から―

11/6 北海道大学
農学研究院大講堂

し尿や廃棄物は身近で、扱い次第で汚染原因にも有用な資源にもなりま
す。日本やアジア、アフリカの事例を参照しながら、専門家が向き合い方
を市民のみなさまと一緒に考えるセミナーです。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学　大学院工
学研究院　環境創生工
学部門
TEL：011-706-6270
E-mail:
funamizu/atmark/eng.
hokudai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/lid/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 研究倫理国際ワークショップ　―教
育方法とその有効性の検証―

11/7 北海道大学人文・社会科学総合
教育研究棟　W409室

北海道大学とロシア・ルーマニアの協定校にて行われた研究倫理の教
育実践報告を通し、研究倫理教育教材の有効性を検証します。既存教
材の改善を狙いつつ、新しい教材研究開発に向けた議論を行う、専門家
向けのワークショップです。

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 北海道大学大学院文
学研究科　応用倫理研
究教育センター
TEL: 011-706-4088

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/ethics/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 国際シンポジウム　地域社会へ与え
る考古学の影響
―ポストコロニアル時代の考古学と
先住民コミュニティ―

11/7 11/8 北海道大学
学術交流会館
（講堂、第4、6会議室）

アイヌ民族の大地である北海道で、先住民族の権利回復と歴史につい
てより深く理解する為、世界各地の課題を検証・議論し、市民のみなさま
と一緒に先住民族の課題解決における新たな視座について考えます。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学　アイヌ・先
住民研究センター
TEL：011-706-4050
E-mail:
ainu/atmark/let.hokud
ai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/archaeology/

北海道大学 a08その他 b02研究 GiFT (Global Issues Forum for
Tomorrow)

11/8 （インターネットフォーラム） 地球温暖化の影響を極めて受けやすい北方圏の諸課題解決に挑んで
いる北海道大学3名の研究者が、研究活動を熱く語る世界向けインター
ネット・フォーラムです。

参加費：無料
事前申込不要

c02高校生 北海道大学　サステナ
ビリティ・ウィーク事務
局
TEL: 011-706-8031

ギフト・ポータルサイト：

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/gift/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b03国際交流 北海道大学ーフィンランド・ジョイント
シンポジウム

11/10 11/12 北海道大学百年記念会館、創成
研究機構

フィンランドのラップランド大学、オウル大学、UArctic、そして北海道大学
の代表者が相互交流を図ると共に、更なる発展を目指して教育研究の
国際化にかかる討論を行い、今後の協力の可能性について専門家や市
民の皆様と考えるシンポジウムです。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学　国際本部
国際交流課
TEL：011-706-8029
E-mail:gi-
core/atmark/oia.hokud
ai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/finland/

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 WHO研究協力センター指定記念講
演会化学物質による健康障害の予
防（仮）

11/16 北海道大学
百年記念会館

「化学物質曝露による健康障害の予防」をテーマに、安全で持続可能な
社会の実現にむけて、今年度新たにWHO研究協力センターに指定され
た北海道大学環境健康科学研究教育センターが、今後の課題と責任に
ついて市民の皆様と一緒に考えます。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学　環境健康
科学研究教育センター
TEL：011-706-4748

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/who-sympo/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 経済学研究科　地域経済経営ネット
ワーク研究センター シンポジウム

11/21 北海道大学
人文・社会科学総合教育研究棟

増加する外国人観光客を迎え入れる為に対応すべき課題について、北
海道・国内外で長年問題解決に取り組む講師2名を招き、市民のみなさ
まと一緒に理解を深め北海道観光の未来を考えます。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

経済学研究科　地域経
済経営ネットワーク研
究センター事務局
塚田　久美子
TEL: 011－706－4066
E-
mail:sacade/atmark/ec
on.hokudai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/rebn/

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 一般公開フォーラム　同性パート
ナーシップ制度導入を考える（仮）

11/22 北海道大学
学術交流会館（講堂）

「同性パートナーシップ制度」を地方自治体に導入する意義と課題を、人
権・経済・政治等の観点から、専門家や弁護士を招き、会場の市民のみ
なさまと一緒に考えるフォーラムです。同時に、北海道大学のミッションと
「札幌サステイナビリティ宣言」を鑑みた国際的視野で地域恊働の未来
構築を考えます。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学大学院文
学研究科　応用倫理研
究教育センター
TEL: 011-706-4088
E-mail:
caep/atmark/let.hokud
ai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/partnership/

北海道大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 低温科学国際シンポジウム 11/30 12/2 北海道大学
低温科学研究所
（３階 講堂）

低温科学研究所の研究テーマである、寒冷圏および低温環境下におけ
る諸現象に関する基礎的・応用的研究について、その最新の成果と将来
的展望について議論する、主に専門家を対象としたシンポジウムです。

参加費：無料 c01大学生・大学院生 北海道大学　低温科学
研究所
TEL: 011-706-6880
E-mail:
sazaki/atmark/lowtem.
hokudai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/ilts/

北海道大学 a03公開講座，市
民講座等

b02研究 お口の健康と歯科医療　その１
―患者サイドに立った知識の浸透―

11/7 北海道大学歯学部講堂 　生活の質を左右する要素の一つに食事があります。今回の講演会では，こ
の「食事」を楽しくするために必要なお口の健康と，問題が発生した場合の対
処法・治療法について，お話上手な講師たちが，市民や高校生にわかりやすく
紹介します。

参加費：無料
事前申込：11/4までにメー
ル又はFAXにて申込み

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学大学院歯学研
究科　有馬太郎
TEL: 011-706-4275
E-
mail:tar/atmark/den.hokudai
.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/dent

北海道大学 a02シンポジウ
ム，セミナー等

b02研究 ボルネオの持続可能な土地管理と
生物多様性

9/28 北海道大学農学部講堂 北海道大学協定校のサバ大学（マレーシア）のあるボルネオ島は，生物多様
性のホットスポットとして知られています。シンポジウムでは，サバ大学の熱帯
生物保全研究所所長を招いて生物の多様性保全に関する講演を行います。ま
た，北海道大学が支援を行うJICAの持続可能性に関する活動について市民
や大学生に紹介します。

参加費：無料 c01大学生・大学院生 サステイナビリティ学教育研
究センター　辻　宣行
TEL: 011-706-3569
E-mail: n-
tsuji/atmark/census.hokuda
i.ac.jp

http://www.census.hokudai.ac.jp

北海道大学 a02シンポジウ
ム，セミナー等

b02研究 大学等における研究人材多様化と
研究者支援のあり方

10/27 北海道大学学術交流会館　小講堂 道内の大学や公的研究機関，民間研究機関の研究者が集まり，女性研究者
の支援策について議論するシンポジウムです。お互いの共通認識や相違を再
確認します。その有効で持続的な研究者支援の方策を議論します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

人材育成本部女性研究者
支援室
TEL: 011-706-3625
E-mail:
freshu/atmark/synfoster.ho
kudai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/human/

北海道大学 a02シンポジウ
ム，セミナー等

b02研究 次世代コジェネレーションシステム公
開シンポジウム　～コジェネレーショ
ンネットワークの普及に向けて～

11/10 北海道大学フロンティア科学研究
棟　鈴木章ホール

電力と廃熱の両方を有効利用できる「コジェネレーション」は，国内ではまだま
だ普及していないのが現状です。エネルギー関連の企業だけではなく，地域に
暮らす人びとが便利で利益を得られる「協調型コジェネレーションシステム」を，
最新のエネルギー変換について研究している北海道大学の研究者が市民や
高校生に向けて提案します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

工学研究院　稗田　寿子

Tel: 011-706-6785
E-mail:
hieda/atmark/eng.hokudai.a
c.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/co-gene/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

北海道大学 a02シンポジウ
ム，セミナー等

b02研究 周縁から越える「境界」－日韓演劇
人の越境のかたち

11/28 北海道大学情報教育館３階　スタ
ジオ型多目的中講義室

日韓の演劇交流に取り組む人々を招き，地域が発信する文化交流の意味に
ついて考えます。植民者二世として日韓の「境界」を生きた森崎和江の思想に
導かれながら，札幌の舞台がつくりあげる境界圏をとおして今後の日韓関係の
あり方を模索します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北海道大学大学院メディア・
コミュニケーション研究院附
属東アジアメディア研究セン
ター　　芳賀
TEL: 011-706-5143　E-mail:
eastasian2/atmark/imc.hok
udai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/border/

北海道大学 a08その他 b01教育 経済学部主催「プレゼン大会」 10/17 北海道大学
人文・社会科学総合教育研究棟

【テーマ】「新幹線，北海道にどう活かす!?」
【説明】開業まで1年を切った北海道新幹線について，北海道の活性化と関連
づけたプレゼンテーションを行います。独創的かつ説得力を持つ企画構成力お
よびプレゼンテーション能力を競います。

参加費：無料 c01大学生・大学院生 経済学部教育研究支援室
Tel．011-706-4112
Email:sacade2/atmark/econ
.hokudai.ac.jp

http://www.econ.hokudai.ac.jp/

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 ワークショップ　国際交流のスキル
教養・学部・修士学生のための国際
コミュニケーション

10/20 10/21 北海道大学
国際本部中講義室
（217）

留学や国際会議参加の機会が増える中、研究内容や関心事項を相手に伝え
る、また相手の関心事項を正確に理解することが重要。コミュニケーションを実
践形式で理解することを目標に、多数の国際プロジェクトを手掛ける女性研究
者、Silvana NICOLA北大特任教授による自身の経験を参考にしたワークショッ
プを開講する。

無料 c01大学生・大学院生 北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター
荒木　肇
TEL: 011-706-3645
E-
mail:araki/atmark/fsc.hokud
ai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/communication/

北海道大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 ワークショップ　国際交流のスキル
博士学生と研究者のための国際交
流スキル

10/22 10/22 北海道大学
国際本部中講義室
（217）

研究者が国際的な研究活動を行うのに必要な英語力と国際交流技術につい
て、多数の国際プロジェクトを手掛ける女性研究者、Silvana NICOLA北大特任
教授が体験を通して解説する。論文執筆能力以外の英語力として、ネットワー
ク構成・プロジェクト設立・チームワーク上の役割等を具体例で示し、またリス
ニング・マナー等を説明する。

無料 c01大学生・大学院生 北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター
荒木　肇
TEL: 011-706-3645
E-
mail:araki/atmark/fsc.hokud
ai.ac.jp

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp
/2015/communication2/

北海道教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 北海道教育大学授業公開講座 10/1 3/31 北海道教育大学各キャンパス（札
幌、旭川、釧路、函館、岩見沢）

大学の授業を一部公開することにより、地域に広く大学教育を提供する。 参加費：2,000円
北海道教育大学のホーム
ページ（右記URL)にある
「受講申込入力フォーム」
からお申し込みいただくか、
「授業公開講座受講申込
書」をダウンロードし、必要
事項を記入の上、E-mail、
郵送又はFaxによりお申し
込みください。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部総務課Tel:011-
778-0210
mail:koho/atmark/j.hokky
odai.ac.jp

http://www.hokkyodai.ac.jp/distinc
tive/area/recurrent/lecture/index.
html

北海道教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 北海道教育大学一般公開講座 10/1 3/31 北海道教育大学各キャンパス（札
幌、旭川、釧路、函館、岩見沢）

大学の教育研究活動の一端を地域に還元するため、通常の大学で行われて
いる授業とは別に特別な講座を用意し、提供する。

参加費：2,000円～3,000円
北海道教育大学のホーム
ページ（右記URL)で確認の
上、開講する各キャンパス
にお問い合わせ下さい。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部総務課Tel:011-
778-0210
mail:koho/atmark/j.hokky
odai.ac.jp

http://www.hokkyodai.ac.jp/distinc
tive/area/recurrent/open-
lecture/index.html

北海道教育大学 a06大学祭等 b01教育 藍涼祭 10/9 10/11 北海道教育大学札幌校 ステージ企画、各種屋台の出店など屋内企画、屋外企画を実施する。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務部学生課
Tel:011-778-0326

北海道教育大学 a06大学祭等 b01教育 六稜祭 10/30 11/1 北海道教育大学旭川校 ステージ企画、各種屋台の出店など屋内企画、屋外企画を実施する。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

旭川校学務グループ
Tel:0166-59-1229

北海道教育大学 a06大学祭等 b01教育 釧教祭 10/23 10/25 北海道教育大学釧路校 ステージ企画、各種屋台の出店など屋内企画、屋外企画を実施する。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

釧路校学務グループ
Tel:0154-44-3236

北海道教育大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 平成２７年度北海道学生ボランティア教
育実践フォーラム

11/28 KKRホテル札幌（予定） 北海道教育大学と北海道教育委員会との連携による学生ボランティア派遣事
業に参加した学生等の報告を通して北海道の教育の現状を考える機会とす
る。

参加費：無料
事前申込不要

c07教育機関関係者 総務部総務課Tel:011-
778-0210
mail:koho/atmark/j.hokky
odai.ac.jp

室蘭工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 OASIS公開講座 - 加速器科学とエネル
ギー材料の融合

未定 未定 室蘭工業大学の環境・エネルギーシステム材料研究機構（OASIS）では地球環
境を守り、人類の持続的な繁栄を支える材料開発を進めています。また、物質
の起源を探究する素粒子科学およびその道具となる加速器科学における最先
端の研究活動と連携した材料開発を行っています。今回の公開講座ではこれ
らの最先端の研究とその活動を支える材料開発の現状をご紹介します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

室蘭工業大学
環境エネルギーシステム
材料研究機構
OASIS業務室
TEL: 0143-46-5682
Mail:
office/atmark/oasis.mur
oran-it.ac.jp

http://oasis.muroran-it.ac.jp/

室蘭工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 OASIS公開講座 - 地域の再生エネル
ギ源を開発しよう！

未定 未定 室蘭工業大学の環境・エネルギーシステム材料研究機構（OASIS）では地球環
境を守り、人類の持続的な繁栄を支える材料開発を進めています。地域が有
する再生エネルギー源とそれを有効活用する為のOASISの研究開発の現状を
紹介します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

室蘭工業大学
環境エネルギーシステム
材料研究機構
OASIS業務室
TEL: 0143-46-5682
Mail:
office/atmark/oasis.mur
oran-it.ac.jp

http://oasis.muroran-it.ac.jp/

室蘭工業大学 a08その他 b06地域社会貢献
理科実験教室 10/8 ものづくり基盤センター 小中高学生・一般市民を対象とした理科実験教室の開催 水元小学校4年生（40名）

c03小・中学生 室蘭工業大学清水研究
室

http://shimizu-kazumichi.com

室蘭工業大学 a08その他 b06地域社会貢献
理科実験教室 10/14 ものづくり基盤センター 小中高学生・一般市民を対象とした理科実験教室の開催 水元小学校5年生（51名）

c03小・中学生 室蘭工業大学清水研究
室

http://shimizu-kazumichi.com

室蘭工業大学 a08その他 b06地域社会貢献
理科実験教室 10/21 ものづくり基盤センター 小中高学生・一般市民を対象とした理科実験教室の開催 本輪西小学校5年生（25名）

c03小・中学生 室蘭工業大学清水研究
室

http://shimizu-kazumichi.com

室蘭工業大学 a08その他 b06地域社会貢献
理科実験教室 10/27 ものづくり基盤センター 小中高学生・一般市民を対象とした理科実験教室の開催 本室蘭小学校6年生（32名）

c03小・中学生 室蘭工業大学清水研究
室

http://shimizu-kazumichi.com

室蘭工業大学 a08その他 b06地域社会貢献 理科実験教室 11/17 ものづくり基盤センター 小中高学生・一般市民を対象とした理科実験教室の開催 大沢小学校4年生（15名） c03小・中学生 室蘭工業大学清水研究
室

http://shimizu-kazumichi.com

室蘭工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 室蘭工業大学公開講座「真の国際化に
向けた愉しい外国語講座　～英語だけ
知っていればいいと思っているアナタへ
～」

9/26 10/10 室蘭工業大学
教育・研究2号館　Q棟Q502室

本講座では、英語しか知らない方には全く見えてこない世界の様々な言葉の
姿や問題点を学びます。特に北欧の言葉を題材として取り上げ、「世界には幾
つ言葉があるの？」といった素朴な疑問に答えながら言葉の世界について知
識を深め、また、私たちが英語を学ぶ意義とは何かについても考えます。

受講料：1,000円（教材費等
を含む）
ホームページ上の「申込
フォーム」から申込みいた
だくか、「郵送」・「E-mail」・
「ＦＡＸ」・「持参」のいずれか
の方法で、申込先に「受講
申込書」を提出

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携推進グループ
地域連携ユニット
Tel：0143-46-5023
Mail：
chiki/atmark/mmm.muror
an-it.ac.jp

http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so/extension_le
cture.html

室蘭工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 室蘭工業大学公開講座「ヨーロッパに
ついて考える－現状を中心にして－」

10/7 11/4 室蘭工業大学　教育・研究2号館
Q棟Q502室

今年は戦後７０周年の年です。その間、日本も世界も大きく変わり、私たちは
今、非常に大きな歴史の節目を迎えているのかもしれません。本講座では、未
来を占う上でヨーロッパが蓄積した経験と思想を理解するとともに、ヨーロッパ
の経済・政治・社会・文化等に関する情報をお伝えし、皆さんと多いに議論して
いきたいと考えています。

受講料1,000円（教材費等を
含む）
ホームページ上の「申込
フォーム」から申込みいた
だくか、「郵送」・「E-mail」・
「ＦＡＸ」・「持参」のいずれか
の方法で、申込先に「受講
申込書」を提出

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携推進グループ
地域連携ユニット
Tel：0143-46-5023
Mail：
chiki/atmark/mmm.muror
an-it.ac.jp

http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so/extension_le
cture.html

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp/2015/border/#
http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp/2015/border/#
http://www.econ.hokudai.ac.jp/#
http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp/2015/communication/#
http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp/2015/communication/#
http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp/2015/communication2/#
http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sw/jp/2015/communication2/#
http://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/area/recurrent/lecture/index.html#
http://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/area/recurrent/lecture/index.html#
http://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/area/recurrent/lecture/index.html#
http://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/area/recurrent/open-lecture/index.html#
http://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/area/recurrent/open-lecture/index.html#
http://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/area/recurrent/open-lecture/index.html#


2016/2/8現在

開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
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室蘭工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 室蘭工業大学公開講座「英会話：外国
の文化について話しましょう　－その２
－（初級～中級）」

10/8 11/12 室蘭工業大学　教育・研究2号館
Q棟Q502室

英会話に親しむことを目的とします。
英語で、外国の文化を楽しむことができるようになることを目指します。

受講料：1,000円（教材費等
を含む）
ホームページ上の「申込
フォーム」から申込みいた
だくか、「郵送」・「E-mail」・
「ＦＡＸ」・「持参」のいずれか
の方法で、申込先に「受講
申込書」を提出

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携推進グループ
地域連携ユニット
Tel：0143-46-5023
Mail：
chiki/atmark/mmm.muror
an-it.ac.jp

http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so/extension_le
cture.html

室蘭工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 室蘭工業大学公開講座「地域防災のた
めの基礎講座～津波に備える～」

11月上旬 室蘭工業大学 海に面した地域に多く人々が暮らす胆振日高地方では、津波への備えが重要
です。本講座では、東日本大震災における津波被害を振り返るとともに、実験
や実習を通して津波への備えについて講義します。

受講料：1,000円（教材費等
を含む）
ホームページ上の「申込
フォーム」から申込みいた
だくか、「郵送」・「E-mail」・
「ＦＡＸ」・「持参」のいずれか
の方法で、申込先に「受講
申込書」を提出

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携推進グループ
地域連携ユニット
Tel：0143-46-5023
Mail：
chiki/atmark/mmm.muror
an-it.ac.jp

http://www.muroran-
it.ac.jp/guidance/r_so/extension_le
cture.html

室蘭工業大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b05男女共同参画 教職員のためのトップセミナー２０１５・
女性研究者研究活動支援事業成果シ
ンポジウム

11/13 室蘭工業大学大学会館多目的
ホール

全教職員が男女共同参画及びダイバーシティを推進することに対する理解を
深めるため，学外講師によるトップセミナーを年１回開催しています。今年は，
３年プロジェクト「文部科学省 科学技術人材育成費補助事業 女性研究者研究
活動支援事業（一般型）」の最終年度にあたるため，成果報告及びシンポジウ
ムを併催します。

参加費：無料 c09その他 女性研究者支援ユニット
Tel:0143-46-5194
Mail:ge_ufr/atmark/www.
muroran-it.ac.jp

http://www.muroran-it.ac.jp/ge_ufr/

室蘭工業大学 a05演奏会等 b06地域社会貢献 第３２回蘭岳コンサート 10/3 室蘭工業大学大学会館多目的
ホール

第３２回蘭岳コンサートを開催します。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務グループ職員ユニッ
ト
Tel:0143-46-5028
Mail:fukuri/atmark/mmm.

http://www.muroran-it.ac.jp/

室蘭工業大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育
b02研究          b08
市民ｻｰﾋﾞｽ

第１６回蘭岳セミナー 10/23 10/23 室蘭工業大学教育･研究3号館
N308

芝浦工業大学学長村上雅人先生が「夢高くして足地にあり　The sky is the
limit」と題した講演を行い、本学学生は勿論のこと、教職員、一般市民に向け、
今こそ大切な「ものつくり」「知の探求」を訴える。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

環境調和材料工学研究
センター
Tel:0143-46-5644
Mail:kidorui/atmark/mm
m.muroran-it.ac.jp

http://www.muroran-
it.ac.jp/kidorui/event.html?p=41

小樽商科大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 外国人による集中中国語講座 9/2 11/11 小樽商科大学 中国語に興味を持っている地域の皆様に学習の場とチャンスを提供する。初
級から中級へのレベルアップを目指し、日常的な場面を設定して会話の授業を
展開する。中国語を学習することによって、異なる文化や風習に親しみ、相互
理解を深め、国際交流により興味を持つことを目的とする。

参加費：7,200円
申込締切：8月28日（金）
右記URLより申込書をダウ
ンロードし,必要事項をご記
入の上,郵送または直接窓
口にご提出ください。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教務課
学部教務係
Tel:0134-27-5244
Mail:gakubu/atmark/offic
e.otaru-uc.ac.jp

http://www.otaru-
uc.ac.jp/contr/koukaikouza/

小樽商科大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 公開授業（通常授業公開講座） 9/28 2/6 小樽商科大学 夜間主コースの正規授業の一部を公開し、一般市民のブラッシュアップ、スキ
ルアップのための機会として、広く大学教育を提供する。

参加費
通常授業科目：9,200円
語学科目（週2回）：13,200
円
申込期間
9月28日（月）～10月2日
（金）
右記URLより申込書をダウ
ンロードし,必要事項をご記
入の上,郵送または直接窓
口にご提出ください。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教務課
学部教務係
Tel:0134-27-5244
Mail:gakubu/atmark/offic
e.otaru-uc.ac.jp

http://www.otaru-
uc.ac.jp/contr/koukaikouza/

小樽商科大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 外国人による集中韓国語講座 9/29 12/8 小樽商科大学 韓国語の初級者向けとして、「読む、書く、聴く、話す」基礎能力を養い、基礎的
な韓国語能力を身につけることを目的とし、実用会話能力に重点を置いた講
義を提供する。

参加費：7,200円
申込締切：8月28日（金）
右記URLより申込書をダウ
ンロードし,必要事項をご記
入の上,郵送または直接窓
口にご提出ください。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教務課
学部教務係
Tel:0134-27-5244
Mail:gakubu/atmark/offic
e.otaru-uc.ac.jp

http://www.otaru-
uc.ac.jp/contr/koukaikouza/

小樽商科大学 a06大学祭等 b03国際交流 国際交流週間 10/24 10/30 小樽商科大学及び小樽市内 本学及び小樽市内を会場として、日本人学生、留学生及び一般市民が交流す
る機会を提供するために、各種イベントを実施する。
・国際交流パーティーを開催する。
・留学生が各国の紹介を行う文化交流会を開催する。
・留学生が作成した出身国を紹介するポスターを大学や市役所に掲示する（パ
ネル展）。

参加要件：なし
当日，直接会場へ

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援課
国際交流室
Tel:0134-27-5263/5262
E-mail:
inljimu/atmark/office.ota
ru-uc.ac.jp

http://www.otaru-uc.ac.jp/

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」 あつまれ！カーリング
体験！！

7/4 カールプレックスおびひろ 　オリンピックなどで話題のカーリングをぜひ一度体験してみませんか？初め
ての方もそうでない方も，帯広畜産大学カーリング部の部員がカーリングを一
から優しく楽しく指導しますよ！

参加費：100円
事前申込：要

c03小・中学生 学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」 畜大ホースでLet's乗馬
体験2015（１回目）

7/5 帯広畜産大学馬場・厩舎 　帯広畜産大学で乗馬体験しませんか？曳き馬に乗って歩いたり，馬とのふれ
あい体験，常歩ダービーを通して，馬とのコミュニケーションを楽しみましょう！
みなさんの参加をお待ちしています！

参加費：200円
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」 畜大ホースでLet's乗馬
体験2015（２回目）

11/15 帯広畜産大学馬場・厩舎 　帯広畜産大学で乗馬体験しませんか？曳き馬に乗って歩いたり，馬とのふれ
あい体験，常歩ダービーを通して，馬とのコミュニケーションを楽しみましょう！
みなさんの参加をお待ちしています！

参加費：200円
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」陸上を楽しもう！

7/18 帯広の森陸上競技場 　みんなで走ったり，投げたり，とんだり。ちょっとした走り方教室もあるよ♪ど
れぐらいで走れたか，記録もとります！最後に記録証も渡しますよ。
　最後にはみんなでリレーしよう！！どこのチームが優勝するかな～？

参加費：100円
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」熱気球にふれてみよ
う！乗ってみよう！

7/19 帯広の森研修センター南側 　熱気球に乗って，いつもより少し高い場所へ飛んでみませんか？エンジンも
翼もないのに，どうやって飛んでいるの？そこから何が見えるの？熱気球の魅
力を一緒に体験しましょう！

参加費：500円
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.muroran-it.ac.jp/ge_ufr/#
http://www.muroran-it.ac.jp/#
http://www.muroran-it.ac.jp/#
http://www.muroran-it.ac.jp/#
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帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」「ジムパークちくだい」の
ワンコイン開放！

7/26 帯広畜産大学体育館 　エアートランポリン，平行棒，平均台，鉄棒，トランポリン，スラックラインなど
の器具を楽しみましょう！大勢のスタッフが皆さんの安全をサポートします。

参加費：500円
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」ダチョウのタマゴで「ぐり
とぐら」のカステラをつくろう（１回目）

10/3 帯広畜産大学総合研究棟Ⅰ号館 　世界一大きな卵を目で見て，触って・・・親子で一緒にカステラを作って食べま
しょう！最後に本物のダチョウも見に行きますよ！

参加費：100円
事前申込：要

c09その他 学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」ダチョウのタマゴで「ぐり
とぐら」のカステラをつくろう（２回目）

10/4 帯広畜産大学逍遥舎 　世界一大きな卵を目で見て，触って・・・親子で一緒にカステラを作って食べま
しょう！最後に本物のダチョウも見に行きますよ！

参加費：100円
事前申込：要

c09その他 学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 帯広市文化スポーツ振興財団と帯広畜
産大学の連携事業
「みんなのちくだい。走って！とんで！
ふれてみて！」アメフトふれあい体験～
フラッグフットボールをしよう～

2/20 すぱーく帯広 　アメフトってケガしそうで怖そう…ってイメージがあるかもしれませんが，実は
アメフトって楽しいスポーツなんです！
　その楽しさを知ってもらうためにフラッグフットボールというものをやりたいと
思います！アメフトを簡単にしたのものなのできわめて安全です！

参加費：100円
事前申込：要

c03小・中学生 学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a06大学祭等 b01教育 第51回畜大祭 10/10 10/11 帯広畜産大学 学生が学んだことを体験講座を通じて市民に公開する。動物とのふれあいや
ステージ企画などにより，市民との交流の場とする。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a05演奏会等 b08市民サービス 第46回マンドリンサークル定期演奏会 11月予定 十勝プラザ・レインボーホール 演奏技術の向上や個々人の人間的成長を公開することによって，マンドリンの
楽しさを広めるとともに，本学学生の活発な文化活動を広く地域や市民にア
ピールする。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a05演奏会等 b08市民サービス 第23回吹奏楽部定期演奏会 12月予定 帯広市民文化ホール 演奏技術の向上や個々人の人間的成長を公開することによって，吹奏楽の楽
しさを広めるとともに，本学学生の活発な文化活動を広く地域や市民にアピー
ルする。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課　Tel：0155-49-
5307

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 帯広市児童会館こどもまつり 5/5 帯広市児童会館 科学実験等を通して、こども達が理科や科学に興味・関心を深め、科学を楽し
めるようにすることを目的に実施

参加無料
事前申込不要

c03小・中学生 帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第５回畜大ふれあいフェスティバル 12/23 とかちプラザ 一般市民の方に、帯広畜産大学をより知っていただくために開催。体験講座、
基調講演、管内高校生による研究成果発表会などを実施

参加無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 帯広市児童会館冬まつり 未定（2月） 帯広市児童会館 科学実験等を通して、こども達が理科や科学に興味・関心を深め、科学を楽し
めるようにすることを目的に実施

参加無料
事前申込不要

c03小・中学生 帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 道産パン用小麦「ゆめちから」の特徴と
それを用いた各種食品開発
（7月帯広市民大学講座）

7/23
7/24

とかちプラザ 帯広市との連携事業講座
食品についての講演

参加費：500円
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 10月帯広市民大学講座 未定（10月） とかちプラザ 帯広市との連携事業講座
家畜管理についての講演

参加費：500円
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 11月帯広市民大学講座 未定（11月） とかちプラザ 帯広市との連携事業講座
人間科学研究部門による講演

参加無料
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 2月帯広市民大学講座 未定（2月） とかちプラザ 帯広市との連携事業講座
大学で取り組んでいる最新の研究についての講演

参加費：500円
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 ふれあい牧場親子体験学習 7/12 帯広畜産大学 小学4～6年生と保護者を対象に、牛の身体の仕組みなどを学び、牛とふれあ
い、いのちの大切さを感じてもらう

参加無料
事前申込：必要

c03小・中学生 帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter
/kouken.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 生産獣医療技術研修（基礎コース） 8/3 8/7 帯広畜産大学 生産獣医学を中心に、家畜飼養･栄養学、家畜管理学、飼料作物学、酪農経
営学などを体系的に学習し、産業動物臨床獣医師の資質向上を図る 参加費：30000円

事前申込：必要

c09その他 帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~fcasa/sei
sanjyui2.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 生産獣医療技術研修（発展コース） 8/24 8/28 帯広畜産大学 生産獣医学を中心に、家畜飼養･栄養学、家畜管理学、飼料作物学、酪農経
営学などを体系的に学習し、産業動物臨床獣医師の資質向上を図る 参加費：30000円

事前申込：必要

c09その他 帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

http://www.obihiro.ac.jp/~fcasa/sei
sanjyui3.html

帯広畜産大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 平成26年度農業実験実習講習会 8/3 8/7 帯広畜産大学 農業高校教員に実際に十勝管内で行われている農業の最新情報を知ってもら
い、教育現場での指導に活かしてもらう 参加費：7200円

事前申込：必要

c07教育機関関係者 帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir

-

帯広畜産大学 a08その他 b06地域社会貢献 ちくだい馬フォーラム２０１５ 10/17 帯広畜産大学厩舎（きゅうしゃ） 馬とのふれあいを通して、地域の子供の情操教育や高齢者の心身の安定
を図るため、馬と親しむ機会の拡大を進め、馬を通した健全なまちづく
りの推進を目的として、体験乗馬会、ふれあい体験、軽乗演技（曲芸）
厩舎見学などを行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

帯広畜産大学社会貢献
室
Te;:0155-49-5776
Mail:syogai/atmark/obihir
o.ac.jp

http://www.obihiro.ac.jp/~umakaiza
i/

帯広畜産大学 a08その他 b01教育 蔵書交換展示 未定 帯広畜産大学　附属図書館閲覧室 分野の異なる４大学（帯広畜産大学・旭川医科大学・小樽商科大学・北見工業
大学）の特色ある蔵書を，一定期間交換し，互いに学生や地域の方々の利用
に供するもので，テーマに沿った本を年鑑を通じて巡回展示します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育研究支援部
学術情報室
Tel:0155-49-5336
Mail:libsoumu/atmark/obi
hiro.ac.jp

旭川医科大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 旭川医科大学フォーラム 10月下旬（予定） 旭川医科大学　臨床第三講義室 旭川医科大学で教授に就任した教員及び若手の教員が、職員、学生、研究生
及び旭川市内の医療従事者等を対象者として、講演する。
北海道医師会の承認を得て、日本医師会生涯教育講座として開催している。

参加費：無料
事前申込不要

c07教育機関関係者 研究支援課研究協力係
Tel:0166-68-2261
Mail:
rs-
kk.g/atmark/asahikawa-

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

旭川医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 旭川医科大学公開講座 9月（全5回：日時
の詳細未定）

10月 旭川医科大学（会場未定） 「健康とスポーツ」というテーマで市民向けの公開講座を行う。 参加費：2,500円 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究支援課社会連携係
Tel:0166-68-2197
Mail:
rs-
sr.g/atmark/asahikawa-

http://www.asahikawa-
med.ac.jp/index.php?f=cooperation
+public_dispatch

旭川医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 旭川医科大学派遣講座 随時 申込のあった団体が指定する場所 地域社会への知的啓発活動の一環として、また地域社会の生涯学習ニーズに
応えるため、本学の教員等が地方公共団体、高等学校等の求めに応じて講演
を行う。

道内市町村の住民（地方公
共団体、高等学校等）
ＨＰから希望講座を決定し
申込書を担当に送付する。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究支援課社会連携係
Tel:0166-68-2197
Mail:
rs-
sr.g/atmark/asahikawa-

http://www.asahikawa-
med.ac.jp/index.php?f=cooperation
+public_dispatch

旭川医科大学 a04サイエンスカ
フェ等

b02研究 図書館サイエンスカフェ 未定(１０月） 図書館南棟ディスカッションスペー
ス

研究成果の公開促進を図るため、オープンアクセスウィークにあわせて「図書
館サイエンスカフェ」を開催し、学術成果リポジトリ(AMCoR)とオープンアクセス
に関する広報を実施します。サイエンスカフェでは、本学研究者からご自身の
研究内容をわかりやすく語っていただき、会場との質疑応答を通して学術的コ
ミュニケーションを行う。

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 旭川医科大学図書館
Tel:0166-68-2226
Mail:toshokan/atmark/as
ahikawa-med.ac.jp

http://lib.asahikawa-med.ac.jp

旭川医科大学 a08その他 b01教育 蔵書交換展示 未定(１０月およ
び１１月予定）

図書館 分野の異なる道内単科4大学（旭川医科大学・帯広畜産大学小樽商科大学・
北見工業大学）の特色ある蔵書を、テーマに沿った１００冊を選書し一定期間
交換し、互いに学生や地域の方々の利用に供するものです。年間を通じて各
大学で巡回展示を行う。

参加費：無料
事前申込不要（貸出は本学
学生・職員のみ）

c01大学生・大学院生 旭川医科大学図書館
Tel:0166-68-2226
Mail:toshokan/atmark/as
ahikawa-med.ac.jp

http://lib.asahikawa-med.ac.jp

旭川医科大学 a08その他 b11その他 貴重書室公開 未定(１１月） 図書館２階貴重書室 本学で所蔵する「関場・鮫島文庫」は、北海道医師会及び札幌医師会の初代
会長、関場不二彦氏が収集した「関場理堂文庫」の一部で、医学関係の和古
書に特化したものです。本学の鮫島夏樹名誉教授が譲り受け、本学へと寄贈
されました。文化遺産としての図書の再認識という観点から、期間を定めて貴
重書室を公開する。

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 旭川医科大学図書館
Tel:0166-68-2226
Mail:toshokan/atmark/as
ahikawa-med.ac.jp

http://lib.asahikawa-med.ac.jp

旭川医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 地域医療を支える人づくりプロジェクト事
業
「高校生メディカル講座」

実施期間の詳細
は未（活動期間
中、１０校程度の

道内高等学校を訪
問予定）

道内各高等学校 北海道で深刻な問題となっている医師不足の解消のため、北海道教育委員会
との連携により、北海道内の主な高等学校に、教員を派遣し講義及び講演を
行い、医学部進学志望の高校生の医学への興味・関心を一層高め、将来、北
海道の医療に貢献する人材を育てることを目的とする。

一般参加不可 c02高校生 入試課入学試験係
0166-68-2214

http://www.asahikawa-
med.ac.jp/bureau/nyusi

北見工業大学 a08その他 b11その他 父母懇談会

1)6/20
2)10/4
3)10/25

1)北見工業大学（北見市）
2)北海道大学学術交流会館（札幌市）
3)学術総合センター（東京都）

全学生の保護者に対して、学生の学業成績及び出席状況をもとに修学上の留
意点を説明するとともに、進路の相談にも当たり、学生の今後の大学生活を有
意義なものにするため実施。

対象者：全学生（外国人留
学生及び大学院博士後期
課程を除く）の父母等。
申込方法：大学から対象者
に対して開催通知を発送す
る。対象者は通知に同封さ
れたはがきで申し込む。

c09その他 北見工業大学
学生支援課教務企画担当
TEL:0157-26-9172
FAX:0157-26-9175

北見工業大学 a08その他 b06地域社会貢献 平成27年度北見工業大学出張講義 7/1 11/30 申込みのあった高等学校、高等専
門学校

理工系の大学に興味をもってもらうことを目的とし、高校出張講義を実施して
いる。

対象：高等学校、高等専門
学校
申込方法：本学ホームペー
ジから希望調書をダウン
ロードし、提出

c02高校生 北見工業大学入試課
Tel：0157-26-9165
Mail:nyusi03/atmark/des
k.kitami-it.ac.jp

http://www.kitami-
it.ac.jp/info/demae/

北見工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成27年度北見工業大学公開講座
「くらしの中のコミュニケーションと情報
技術」

10月中に5日間
開催予定

北見工業大学 本学における専門的・総合的な教育・研究機能を開放し、市民へ広く伝えるこ
とにより教養や文化への理解、実際の生活に役立つ知識の向上を目的として
実施している。

申込方法：HPに掲載する申
込書に必要事項を記入の
上、連絡先へ申込みを行
う。電話申込みも可。
詳細が決定次第HPへ掲
載。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北見工業大学研究協力
課研究協力担当
TEL:0157-26-9152
FAX:0157-26-9155
Mail:kenkyu03/atmark/d
esk.kitami-it.ac.jp

弘前大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 成田コレクション考古･アイヌ資料の特
別公開

10/10 11/15 弘前大学人文学部北日本考古学
研究センター

弘前大学に寄贈された医師で考古学研究者でもあった故成田彦栄氏収集の
考古資料を展示し、一般に公開する。成田コレクションは、寄贈後整理･分析が
すすみ、東京人類学会会員でもあった佐藤蔀の資料を母体とする。「遮光器土
偶下図」や大英博物館で特別展示された「腕を組む土偶」など学術的に重要な
資料を含む。これら資料を特別公開することによって、本学の考古学的研究を
紹介する。

参加費：無料
事前申込不要
会期中無休
１０時～　１６時

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

人文学部北日本考古学
研究センターTel:0172-
39-3190

http://human.cc.hirosaki-
u.ac.jp/kamijo/Kamegaokasennta-
top.html

弘前大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 企画展『文理融合の考古学』 10/10 11/15 弘前大学人文学部北日本考古学
研究センター

2011年度より「冷温帯地域の遺跡資源の保存活用促進プロジェクト」を開始
し、縄文晩期から弥生への過程を、地形学、鉱物学、古環境学、農学といった
学際的な見地から解明することを目的に、これまで文理融合型の先端的研究
を行ってきた。今年度、プロジェクトの総括に当たり、これまで本プロジェクトが
行ってきた成果を公開するとともに、冷温帯地域の特徴とそこに生きてきた
人々の歴史について、環境変動への適応を物質文化の観点から紹介し、研究
から見出された成果がどの分野で活用できるのかのという新たなシーズを提
供しその応用例を紹介したい。

参加費：無料
事前申込不要
会期中無休
１０時～１６時

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

人文学部北日本考古学
研究センターTel:0172-
39-3190

http://human.cc.hirosaki-
u.ac.jp/kamijo/Kamegaokasennta-
top.html

弘前大学 a06大学祭等 b01教育 弘前大学総合文化祭での販売活動 10/16 10/17 弘前大学文京町キャンパス内 本校中学部と高等部が販売活動を行う。作業学習で栽培した農作物や製作し
た製品の販売を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属特別支援学校
Tel:0172-36-5011
Mail:hufy/atmark/hirosak
i-u.ac.jp

http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/fuyo/

弘前大学 a06大学祭等 b01教育 弘前大学総合文化祭での販売活動 10/17 10/17 弘前大学文京町キャンパス内 本校高等部の生徒が平成27年度の文部科学省の委託事業「キャリア教育･就
労支援等の充実事業」の一環として教育学部の校舎内で行う「喫茶コーナー
TOMINOカフェ）」を、当日も開催する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属特別支援学校
Tel:0172-36-5011
Mail:hufy/atmark/hirosak
i-u.ac.jp

http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/fuyo/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 「がんは早期発見で予防できる」をテー
マに、「がんとはどんな病気か」、「がん
の早期発見に貢献する細胞診断」と
「子宮頸癌検診のすすめ」についての
講演

10/18 弘前大学医学部コミニュケーション
センター

青森県は、全国一の短命県であるとともに、がん死亡率の高い県である。講演
では、「がんは早期発見で予防できる」というテーマで、がんとはどういう病気
か、早期発見に貢献する細胞診断、そして、がん死亡率減少に貢献する子宮
頸癌検診について、本学の教育研究活動を広く一般市民に公表する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

保健学研究科病態解析
科学
Tel:0172-39-5967
Mail:watajun/atmark/hiro
saki-u.ac.jp

弘前大学 a06大学祭等 b02研究 楽しい科学 10/18 弘前大学理工学部１号館・２号館 大学の教育機能や施設を広く一般に開放し，インターネットや簡単な科学実験
を体験してもらいます。

参加料：無料
事前申込不要
体験テーマ教室のみ要事
前申込

c03小・中学生 大学院理工学研究科総務グ
ループ総務担当
TEL：0172-39-3505
Mail：science/atmark/hirosaki-
u.ac.jp

http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/

弘前大学 a06大学祭等 b02研究 サイエンスへの招待 10/18 弘前大学理工学部１号館・２号館 大学の研究室や各種実験装置を公開し，教員や大学院生らが日頃の研究成
果や最新の科学技術を公開実験を中心に紹介・解説することにより「見える科
学・技術」を紹介・解説するものです。

参加料：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大学院理工学研究科総務グ
ループ総務担当
TEL：0172-39-3505
Mail：science/atmark/hirosaki-
u.ac.jp

http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/

弘前大学 a06大学祭等 b02研究 白神山地の自然とその利用 10/17 10/18 弘前大学
農学生命科学部
203講義室（予定）

弘前大学総合文化祭での研究所実施事業として，世界遺産「白神山地」周辺
に生育する動植物や菌類（キノコ）に関する展示を行うもの。
写真やパネル，標本による解説の他，DVD上映も行う予定。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

白神自然環境研究所
Tel:0172-39-3708
Mail:yishi/atmark/hirosak
i-u.ac.jp

http://www.hirosaki-
u.ac.jp/shirakami/

弘前大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 世界各地の写真と一緒に写真を撮ろう 10/18 弘前大学
総合情報処理センター

総合情報処理センターのiPadを使用して，世界各国の風景を背景にした記念
写真の作成を体験します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総合情報処理センター事
務室
Tel：0172-39-3721
Mail：cc-
staff/atmark/ml.hirosaki
-u.ac.jp

http://www.cc.hirosaki-u.ac.jp

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.php?f=cooperation+public_dispatch#
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.php?f=cooperation+public_dispatch#
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.php?f=cooperation+public_dispatch#
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.php?f=cooperation+public_dispatch#
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.php?f=cooperation+public_dispatch#
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.php?f=cooperation+public_dispatch#
http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/fuyo/#
http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/fuyo/#
http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/#
http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/#
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弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 社会教育関係職員ゼミナールＭ＆Ｄ
（全４回）

5/27 11/26 弘前大学生涯学習教育研究セン
ター多目的室

社会教育に関わる政策施策の動向や地域課題や住民の学習課題を把握し、
各自の実践に反映できることを目指したゼミナール形式の学習会です。前半は
講師を交えたゼミナール形式の学習(meeting)、後半は飲食をしながらの議論
のつづき（drinking）の２部として開催し、自治体間を超えた職員間・大学間の
ネットワークづくりをも目指します。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 弘前大学生涯学習教育
研究センター
tel:0172-39-3146
mail:sgcenter/atmark/hir
osaki-u.ac.jp

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 子どもの育ちを考えるゼミナール（全６
回）

6/10 12/9 弘前大学生涯学習教育研究セン
ター多目的室

「地域」と「遊び」をキーワードに、いくつかの文献資料に基づいて子どもの成育
環境について的確に捉えながら、自由に意見を交わすことで相互学習を深め
ていく実践者を対象としたゼミナール形式の講座です。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 弘前大学生涯学習教育
研究センター
tel:0172-39-3146
mail:sgcenter/atmark/hir
osaki-u.ac.jp

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 七戸町生涯学習講座「『福祉のまち』づ
くりをめざして」（全２回）

7/2 10/14 七戸町中央公民館 民生委員を主たる対象として、地域課題・生活課題について、さらに行政や地
域の社会組織などとの連携により地域課題の克服をはかることができるという
ことについて理解を深めます。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 七戸町教育委員会生涯
学習課
tel:0176-62-9702
fax:0176-62-6256

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 中泊町中央公民館で｢自分史を作って
みよう」（全６回）

7/4 11/7 中泊町中央公民館 「自分史」を作成することで、家庭・職場や地域の中で，これまで自分が歩んで
きた人生を振り返り，得られた経験を今後の地域作りに生かすことについても
理解を深めていきましょう。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 中泊町中央公民館
tel:0173-57-2341
fax:0173-57-2343

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 弘前市公民館関係職員研修会（全３
回）

7/17 12/17 弘前大学，清水公民館，石川公民
館

今日，健康問題や教育問題，地域活性化，住民の「絆づくり」など，様々な課題
が生じています。こうした中で，市内地区公民館や全国の公民館の活動の実
践例などをもとに，社会教育・生涯学習の担当職員として必要とされる専門的
知識・技能の取得を目指します。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 弘前市教育委員会生涯
学習課
tel:0172-82-1641
fax:0172-82-5899

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 三沢市「文化ボランティアの育成をめざ
して」（全２回）

10/2 10/9 三沢市公会堂 三沢市では「三沢市総合振興計画 後期基本計画」の「豊かな心と体を育むま
ちづくり・文化の振興」に基づき，三沢市の伝統・文化等の資源を次世代に伝
承するため，文化ボランティアの育成を目指しています。三沢市の歴史・文化・
自然を学ぶだけではなく、地域の魅力を知ることから社会参加へつなげていけ
るように学びあいましょう。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 三沢市教育委員会生涯
学習課
tel:0176-53-5111(369)
fax:0176-52-3963

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 つがる市連続講演会「地域課題・生活
課題に取り組む人材育成を図る」（全３
回）

10/3 10/24 つがる市生涯学習交流センター「松
の館」

地域課題・生活課題について住民の理解を深めるとともに、課題解決に向けた
「人材育成」を図る。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 つがる市教育委員会社
会教育文化課
tel:0173-49-1200
fax:0173-49-1212

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 子育てサークル｢ぽぷり｣の活動支援
「ちびっ子海賊の佐井村探険」

10/31 10/31 津軽海峡文化館「アルサス」，児童
交流センター「ぽぽらす」，佐井村
仏ヶ浦

佐井村の子育てサークル「ぽぷり」のメンバーと地元中・高校生ボランティアと
ともに、村で子どもと保護者が楽しめる事業の企画・運営をします。佐井村の
子どもたちの楽しみになってきているこの活動は，支援スタッフの中・高校生に
とっても，大学生と活動できる機会になってきています。地域の現状を知ること
で、より地域に密着した事業を目指しています。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 佐井村教育委員会生涯
学習課
tel:0175-38-4506
fax:0175-38-4512

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 「 トークと歌でたどる昭和戦後史」（その
３）
─戦後70年を迎えて─

 10/18  10/18 弘前大学生涯学習教育研究セン
ター多目的室

日本の戦後のあゆみを、政治・経済・社会・文化などの領域における出来事を
中心として振り返るとともに、時代を象徴した歌・思い出の歌・青春を刻んだ歌
を，みんなで歌います。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 弘前大学生涯学習教育
研究センター
tel:0172-39-3146
mail:sgcenter/atmark/hir
osaki-u.ac.jp

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 「大学生と語り合おう　らぶちるカフェ」 10/17 10/18 弘前大学教育学部205教室 中高生を主対象に，日常のことや学校での生活，友人関係などについて，大
学生と語り合う，「サロン形式」の交流会。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 弘前大学生涯学習教育
研究センター
tel:0172-39-3146
mail:sgcenter/atmark/hir
osaki-u.ac.jp

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 企業・行政・NPO法人で働く人のための
学習講座｢これで自分のパワーアップを
めざそう｣（全４回）

11/4 11/25 弘前大学総合教育棟206教室 社会的な諸問題について、専門的な研究成果をふまえた学習をすることで理
解を深めることができ、また、職場内外の人間関係を改善するスキルを修得す
ることを目指します。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 弘前大学生涯学習教育
研究センター
tel:0172-39-3146
mail:sgcenter/atmark/hir
osaki-u.ac.jp

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 六ヶ所村｢トークと歌でたどる昭和戦後
史｣

11/10 六ヶ所村立中央公民館 青年時代や現役で働いていた時期の懐かしい曲をうたい、当時の社会状況に
ついての「トーク（講話）」を聞くことで、自らの人生を振り返るとともに、参加者
同士の交流も深めましょう。

参加費：無料
事前申込必要

c09その他 六ヶ所村教育委員会社
会教育課
tel:0175-72-2111(518)
fax:0175-72-2246

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/

弘前大学 a06大学祭等 b05男女共同参画 本学で活躍する女性研究者たち 10/17 10/18 弘前大学 創立50周年記念会館ロ
ビー

様々な分野で活躍する本学女性研究者の研究内容等をパネルで紹介する。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

男女共同参画推進室
TEL:0172-39-3888
E-mail:
equality/atmark/hirosaki-
u.ac.jp

http://www.equ.hirosaki-
u.ac.jp/equality/

弘前大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 弘前大学ボランティアセンター野田村
支援・交流活動報告

10/16 10/18 弘前大学 大学会館２階弘前大学
ボランティアセンター

弘前大学ボランティアセンターが「チーム・オール弘前」として、弘前市民と一緒
に東日本大震災発生直後から実施してきた岩手県野田村への支援・交流活動
について、パネル展示やVTRなどで紹介・報告をする。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

弘前大学ボランティアセ
ンター
Tel:0172-39-3268
Mail:huvc/atmark/hirosa
ki-u.ac.jp

http://huvc.net/

弘前大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 第15回弘前大学総合文化祭 10/16 10/18 弘前大学文京町キャンパス 本学では，従来の学生主体の弘大祭を，総合文化祭の中に含めた形で実施
し，学生・教職員が一体となって盛り上げている。この総合文化祭において，
「部局等実施事業」・「知の創造」・「学部祭」と題して日頃の研究成果，研究内
容等を公開している。本学の研究活動等を広く一般に公表するものである。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務部学生課
ＴＥＬ：0172-39-3112
Ｍａｉ：
jm3112/atmark/hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 ミニ・オープンキャンパス（入試説明会） 10/17 10/18 弘前大学総合教育棟 総合文化祭企画の一環として，ミニ・オープンキャンパス（入試説明会）を開
催。入試に関する様々な質問に入試課担当者がわかりやすく対応する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務部入試課
Tel：0172-39-3973，3193

http://www.hirosaki-u.ac.jp/~nyu/

弘前大学 a06大学祭等 b11その他 ひろだいサイエンス・パーク検定 10/17 10/18 弘前大学
人文学部・教育学部・理工学部・農
学生命科学部等校舎、資料館、外
国人教師館

サイエンス・パークの各展示コーナーにクイズ問題を用意し、小・中・高生にサ
イエンス・クイズに参加してもらい、参加した方に認定証と記念品を差し上げ
る。

参加費：無料
事前申込不要

c03小・中学生 外国人教師館
Tel:0172-39-3980
Mail:jm3980/atmark/hiro
saki-u.ac.jp

岩手大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 平成２７年度オープンキャンパス（第2
回）

10/18 岩手大学 学部概要説明、研究室公開等を行います。また、来場者には、資料・グッズを
配布する予定です。プログラム等の詳細については、決まり次第ホームページ
でお知らせします。なお、当日は大学祭も実施しています。

参加費：無料
事前申込不要

c02高校生 岩手大学学務部入試課
TEL:019-621-6064

http://www.iwate-
u.ac.jp/nyusi/campus/open_campu
s.html

東北大学 a05演奏会等 b06地域社会貢献 かたひらロビーミニコンサート 10/5 東北大学片平キャンパス片平北門
会館

ランチタイムに開催するクラシックコンサートです。 参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東北大学総務企画部広
報課社会連携推進室
TEL：022-217-5132

東北大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 東北大学サイエンスカフェ
「光のちからで生体を視る・測る・治療
する～光を用いた生命科学の最前線

10/30 せんだいメディアテーク サイエンスカフェとは、サイエンスについて気軽に話し合い、サイエンスの楽し
さと社会貢献の姿を知ってもらう場です。

参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東北大学総務企画部広
報課社会連携推進室
TEL：022-217-5132

http://cafe.tohoku.ac.jp/

東北大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 東北大学サイエンスカフェ
「土を考える～国際土壌年に寄せて～
（仮題）」

11/27 せんだいメディアテーク サイエンスカフェとは、サイエンスについて気軽に話し合い、サイエンスの楽し
さと社会貢献の姿を知ってもらう場です。

参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東北大学総務企画部広
報課社会連携推進室
TEL：022-217-5132

http://cafe.tohoku.ac.jp/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.equ.hirosaki-u.ac.jp/equality/#
http://www.equ.hirosaki-u.ac.jp/equality/#
http://huvc.net/#
http://www.aaa.bbb.ccc/#
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東北大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 東北大学108周年ホームカミングデー 10/31 東北大学川内キャンパス東北大学
百周年記念会館、文科系総合講義
棟

本学が次の100年に更なる飛躍を期すために、平成１９年より東北大学萩友会
との共催でホームカミングデーを開催し、卒業生、教職員及び在校生との連携
強化を図っている。
今年度も引き続き開催することにより、卒業生が毎年決まった期日に仙台を訪
れ、恩師や同窓生、あるいは教職員、学生と親睦・交流を深め、本学への理解
と関心、さらには誇りを高めて東北大学コミュニティの醸成を目指すものであ
る。

参加費：無料（記念コン
サートのみ有料）
事前申込：仙台セミナー、
記念コンサートは要申込
詳細はホームページをご覧
下さい

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）
c08卒業・修了生

東北大学総務企画部広
報課校友係
TEL:022-217-5059
Ｍａｉｌ:
alumni/atmark/grp.tohok
u.ac.jp

http://www.tohoku.ac.jp/hcd/

東北大学 a06大学祭等 b08市民サービス 第６７回東北大学祭 10/30 11/1 東北大学
川内キャンパス

一般市民にキャンパスを開放し、研究公開、模擬講義、講演会、ステージ発
表、アーティストによる特別ライブ及び模擬店等の企画を通じ、市民との交流を
深める。

参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大学祭事務局
022-795-7849
info/atmark/www.festa-
tohoku.org

http://www.festa-
tohoku.org/index.html

東北大学 a01オープンキャ
ンパス等

b11その他 東北大学電気通信研究所一般公開
2015

10/10 10/11 東北大学電気通信研究所 ・研究室、研究施設公開（研究内容のパネル紹介とデモ体験）
・工作教室（小学生から大人まで、簡単にできる！）
・公開実験（歴史的な発明品から最先端研究まで）

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東北大学電気通信研究
所総務係
Tel:022-217-5420
Mail:somu/atmark/riec.to
hoku.ac.jp

http://www.riec.tohoku.ac.jp/kouka
i/

東北大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b04産官学連携 東北大学電気・情報　東京フォーラム
2015

11/25 学術総合センター 「超スマート社会」をテーマとし、講演会及びRIEC Award授賞式、意見交換と懇
親の集いを開催します。

参加費：無料（懇親の集い
は有料）
事前申込：ＨＰ参加申込
フォームより申込予定
(ＨＰは現在整備中、詳細は
決定次第ＨＰでお知らせ)

c04企業関係者 東北大学電気通信研究
所研究協力係
TEL：022-217-5422
FAX：022-217-5426

http://www.riec.tohoku.ac.jp/forum20
15

（ＨＰ整備中）

東北大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 片平まつり2015 10/10 10/11 東北大学片平キャンパス、加齢医
学研究所（星陵キャンパス）、災害
科学国際研究所（青葉山新キャン
パス）

東北大学の研究所・研究センター・研究機構を一般に広く公開し、各研究所等
が準備したイベント等を通じて研究活動を紹介するものである。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東北大学多元物質科学
研究所
Tel:022-217-5204
Mail:soumu/atmark/tage
n.tohoku.ac.jp

http://www.katahira-f.tohoku.ac.jp/

東北大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 東北大学病院市民公開講座 11/7 仙台国際センター（大ホール） 一般市民に本院の診療内容を広く公開し、理解と支援を得ることにより地域医
療連携意識を啓発し、機能分化の促進につなげる「市民の理解と支援を得て、
より高度な医療を展開し、研究・教育に反映する」ことを目的として年に1～2階
東北大学病院市民講座を開催している。

参加費：無料
事前申込要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域医療連携室
022-717-7131
ijik002-
thk/atmark/umin.ac.jp

東北大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 サイエンス・防災安全ディ 未定 未定（気仙沼市ほか） 「地域再生」の視点で、地域間の災害伝承の相互理解、また、児童向け防災教
育、次世代地域防災リーダーの育成などを視野に入れた企画を実施する。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

宮城教育大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 オープンキャンパス２０１５ 7/31 宮城教育大学 高校生やその保護者、一般の方を対象に、「宮城教育大学」の魅力を広く発信
するとともに、本学への理解を深めてもらうことを目的して開催します。大学の
概要やコース・専攻等の説明、模擬授業の開講や卒業生の講演、学内を本学
学生と回るキャンパスツアー、入試や学生生活関係の各種相談窓口の設置な
どの企画を開催します。

参加費：無料
事前申込：要（当日参加可）

c02高校生 入試課入試係
Tel：022-214-3334
Mail：w3-
exam/atmark/adm.miyakyo-
u.ac.jp

http://www.miyakyo-
u.ac.jp/admissions/opencampus/inde
x.html

宮城教育大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 秋のミニオープンキャンパス２０１５
～もっと知ろう　宮教大の魅力！～

10/4 宮城教育大学 本学への入学を希望する高校生とその保護者向けに，将来の就職先としての
「教員」の魅力について理解を深めてもらうことを目的として開催します。教員
養成系大学である本学の概要説明のほか，本学ＯＢで現に教員として活躍し
ている方のリレートークや受験に関しての相談窓口の設置などの企画を開催し
ます。

参加費：無料
事前申込：要（当日参加可）

c02高校生 入試課入試係
Tel：022-214-3334
Mail：w3-
exam/atmark/adm.miyakyo-
u.ac.jp

http://www.miyakyo-
u.ac.jp/admissions/education/ct7.htm
l#a02

宮城教育大学 a08その他 b06地域社会貢献 宮城教育大学創立50周年記念展示「歴
史のなかの教科書」展

10/16 10/18 仙台メディアテーク　1F　オープンス
クエア

宮城教育大学創立50周年を記念し、附属図書館が所蔵する教科書コレクショ
ンから、江戸時代の教科書である往来物をはじめ、明治時代から現代に至る
多様な教科書を公開します。この展示会を通じて、時代や文化・社会を映す鏡
として、また、貴重な歴史的証言として、「歴史のなかの教科書」に触れていた
だければと思います。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属図書館
学術情報管理係
Tel:022-214-3348
Mail:toshokan/atmark/st
aff.miyakyo-u.ac.jp

http://library.miyakyo-u.ac.jp/

宮城教育大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

大学祭 10/24 10/25 宮城教育大学 学生が企画し、開催する催し物である。 参加費：無料（予定）
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生課学生企画係
Tel:022-214-3595

宮城教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 能と日本文化 9/5 10/3 宮城教育大学　7号館2階720教室 　　能に関心があるがなかなか触れる機会がない人や、授業で能を取り上げて
みようかと考えている人を対象に、能の基礎と実際について分かりやすく講義
をします。
　　本年度の講座は、「能と和歌」をテーマにし、能の作品がいかに『万葉集』や
『古今集』からその情趣を受けとっているか、あるいは在原業平や小野小町や
西行などの歌人をその主人公としているかを、実際の作品にそくしてたどりま
す。文学や宗教との関わりにも触れながら、話を進めてゆく予定です。また、能

受講料：無料
事前申込：要

c07教育機関関係者 研究・連携推進課　公開
講座担当
Tel：022-214-3521
Mail：
renkei/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/suisin/koukai.html

宮城教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 数の表記と計算　-小数と分数- 10/3 宮城教育大学　9号館2階921教室 「1/7=0.142857142857...」って長さ6で循環するけど，1/97はどうなるかな？
「2/3=1/2+1/6」って1/nの形の分数に分解するけど，どんな分数も1/nの形の
分数の和でかけるのかな？身近な自然数や整数から派生する小数や分数に
ついてその表現形式や計算方法を初心にかえって確認します．そして，小数や
分数の性質について改めて考えてみます．算数や数学を思い出してみたい
人，算数や数学をもっと好きになりたい人はどうぞお気軽にご参加ください．

受講料：無料
事前申込：要

c07教育機関関係者 研究・連携推進課　公開
講座担当
Tel：022-214-3521
Mail：
renkei/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/suisin/koukai.html

宮城教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 見直そう、おさなごの教育 10/3 宮城教育大学　２号館　３階　２３６
教室

今年４月より、子ども・子育て支援新制度がスタートしました。幼児教育・保育
の制度や実践が大きく変わろうとしています。そうした動向に注目しつつも、幼
児教育の実践者や子どもと関わる大人が大切にしなければならない理念や原
理・原則があります。「乳幼児の子育てにおいて、大切なポイントは何か」「幼児
にとって遊びはなぜ大切なのか」「幼児期に育まなければならない力とは何か」
等々、乳幼児教育の基本な課題について、分かりやすく解説していきます。本
講座が保育専門職の研修機会、子育てに関心を持つ方々の学び合いの場に
なれば幸いです。

受講料：無料
事前申込：要

c07教育機関関係者 研究・連携推進課　公開
講座担当
Tel：022-214-3521
Mail：
renkei/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/suisin/koukai.html

宮城教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 体験講座　三味線入門 10/11 宮城教育大学　８号館２階８２1教
室

初心者を対象とした三味線入門の講座です。楽器の持ち方から丁寧に教えま
す。１日で短い曲を演奏できるようになることを目標とします。三味線を弾いて
みたいと思っている方、日本の楽器に興味のある方、現職教員で日本の音楽
や文化を授業で扱ってみたいという方は、ぜひご参加ください。小学生・中学生
の参加も歓迎します。楽器の演奏を通して、日本の音楽のおもしろさ、楽しさを
ぜひ見つけてください。三味線を演奏出来る方で、初心者への導入方法につ
いて関心をもっている方の参加もお待ちしています。そのような方には、指導
のお手伝いをお願いすることがあります。

受講料：無料
事前申込：要

c07教育機関関係者 研究・連携推進課　公開
講座担当
Tel：022-214-3521
Mail：
renkei/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/suisin/koukai.html

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.festa-tohoku.org/index.html#
http://www.festa-tohoku.org/index.html#
http://www.riec.tohoku.ac.jp/forum2015（ＨＰ整備中）#
http://www.riec.tohoku.ac.jp/forum2015（ＨＰ整備中）#
http://www.riec.tohoku.ac.jp/forum2015（ＨＰ整備中）#
http://www.riec.tohoku.ac.jp/forum2015（ＨＰ整備中）#
http://www.katahira-f.tohoku.ac.jp/#
http://www.miyakyo-u.ac.jp/admissions/opencampus/index.html#
http://www.miyakyo-u.ac.jp/admissions/opencampus/index.html#
http://www.miyakyo-u.ac.jp/admissions/opencampus/index.html#
http://www.miyakyo-u.ac.jp/admissions/education/ct7.html#a02
http://www.miyakyo-u.ac.jp/admissions/education/ct7.html#a02
http://www.miyakyo-u.ac.jp/admissions/education/ct7.html#a02
http://library.miyakyo-u.ac.jp/#
mailto:国立大学法人宮城教育大学研究協力係l:kenkyo@adm.miyakyo-u.ac.jp#
mailto:国立大学法人宮城教育大学研究協力係l:kenkyo@adm.miyakyo-u.ac.jp#
http://renkei.miyakyo-u.ac.jp/suisin/koukai.html#
http://renkei.miyakyo-u.ac.jp/suisin/koukai.html#
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宮城教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 体験講座　三味線中級 10/12 宮城教育大学　８号館２階８２1教
室

　三味線を少しだけ体験したことがある初心者の方を対象とした講座です。「体
験講座　三味線入門」を受講した方、何かの機会に三味線の持ち方などの基
礎を体験したことのある方を対象に、長唄の短い曲をみんなで一緒に演奏しま
す。楽器の演奏を通して、日本の音楽のおもしろさ、楽しさをぜひ見つけてくだ
さい。三味線を演奏出来る方で、初心者への導入方法について関心をもってい
る方の参加もお待ちしています。そのような方には、指導のお手伝いをお願い
することがあります。

受講料：無料
事前申込：要

c07教育機関関係者 研究・連携推進課　公開
講座担当
Tel：022-214-3521
Mail：
renkei/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/suisin/koukai.html

宮城教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 数学という見方 10/24 11/7 宮城教育大学　９号館２階９２４教
室

算数は小学生、数学は中学生から学びます。数学は文化のひとつなので、特
別な見方を提案します。さまざまな対象を眺めたり、操作するとき、この数学的
見方をとおすと、複雑に絡まったものが整理されて、わかりやすくなることがあ
ります。さまざまな分野（代数学、幾何学、解析学、数学教育）の題材をとおし
て具体的に考えてみたいと思います。中学数学の知識を前提として、ステップ
アップしてみませんか。

受講料：無料
事前申込：要

c07教育機関関係者 研究・連携推進課　公開
講座担当
Tel：022-214-3521
Mail：
renkei/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/suisin/koukai.html

宮城教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 リーガルマインドによる学校経営 11/28 宮城教育大学　２号館３階２３２教
室

地域社会から信頼される学校づくりを実現するために、現職教員を対象に、法
令の基礎的事項、コンプライアンス、学校事故、人事管理や教育課程管理の
法的根拠および事例対応について学びます。

受講料：無料
事前申込：要

c07教育機関関係者 研究・連携推進課　公開
講座担当
Tel：022-214-3521
Mail：
renkei/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/suisin/koukai.html

宮城教育大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 われら地球人：太陽系ツアー２０１５ 11/21 宮城教育大学 インターネットを通じて時空を超えた天体観察を教室でできる手法〔インター
ネット望遠鏡〕を紹介し、インターネット望遠鏡を用いた天文学習を体験する。さ
らに、日頃、興味はあるが機会が少ない天体観測を本学の口径20cmの屈折
望遠鏡を用いて行い、星空とふれあう機会を子供たちに提供する。

受講料：無料
事前申込：要

c03小・中学生 研究・連携推進課研究協
力係
Mail：
kenkyo/atmark/adm.miya
kyo-u.ac.jp

秋田大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 地域交流朝市を通じた地域活性化の
現在（いま）と未来を探る
　～秋田の伝統文化から生まれた商品
を中心として～

10/10 秋田大学手形キャンパス内 秋田大学の地域活性化活動に触れてもらうため，昨年度から始めた地域交流
朝市を通じた地域住民・学生の交流促進，そして地域の郷土芸能の披露，さら
に横手・北秋田・男鹿の三分校の活動紹介を織り交ぜることにより，地域連携
のあり方やさまざまな文化を体験してもらう機会を提供します。

受講料：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

山形大学 a08その他 b06地域社会貢献 山形大学農場フェスティバル 10/3 山形大学農学部附属やまがた
フィールド科学センター高坂農場

山形大学農場では、お米、野菜、果物、動物生産と庄内のおいしいものをたく
さん作っています。ここで生産されたお米や農産物を皆さまに広く紹介し、音楽
を楽しみながら農場で飼育されている動物とのふれあいや農業機械の体験な
ど、子供から大人まで１日中楽しめるイベントです。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

農学部附属施設担当
Ｔｅｌ:0235-24-2278
Mail:nogyomu/atmark/jm.
kj.yamagata-u.ac.jp

http://www.tr.yamagata-
u.ac.jp/~fschp/

山形大学 a06大学祭等 b08市民サービス 第２１回　吾妻祭 10/10 10/12 10/10　米沢女子短期大学
10/11-12　山形大学工学部

山形大学工学部・米沢女子短期大学・米沢栄養大学の三大学合同学園祭。米
沢市を中心に活動し、地域に密着した運営を行っている。主な企画として、ゲ
ストを呼んでのアーティストライブとお笑いライブ、近隣の方との合同フリー
マーケット、お化け屋敷、屋台、ミスター＆ミスコンテスト、ビンゴ大会がある。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

工学部学生支援担当
Tel：0238-26-3017

http://azumafesta.com/

山形大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

山形大学　八峰祭 10/24 10/25 山形大学小白川キャンパス サークル・研究発表，出店，受験生相談等数多くのイベントが催される，
学生主体の活気あふれる行事です。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

山形大学小白川
キャンパス事務部
学生課課外活動
担当
tel:023-628-4133

http://www.yatsuminefestival.com/

山形大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 山形大学農学部鶴寿祭 11/7 11/8 山形大学農学部 各研究室や仲間同士による模擬店など様々なイベントが催されるほか、農学
部附属やまがたフィールド科学センター高坂農場等で栽培された野菜や果物
等の即売も行われ、学生間、卒業生、教職員、地域の方々との交流を深める
大変良い機会となっています。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

農学部企画広報室
Ｔｅｌ:0235-28-2803
Mail:nosenken/atmark/jm
.kj.yamagata-u.ac.jp

http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/

福島大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 福島大学研究・地域連携成果報告会
－地域の願い　それが大学の研究とな
る　－

9月下旬 ビッグパレットふくしま（予定） 「地域と共に歩む福島大学」の研究活動並びに地域連携活動の成果を産業
界、自治体、学校関係者、市民の方に広く発信するとともに、個別面談ブース
を設置するなど、企業との意見交換を設けることにより、地域イノベーションの
一層の推進を図る。

参加費：無料
事前申込必要（空き状況に
より当日受付も可とする場
合がある）

c04企業関係者 研究振興課
Tel:024-503-3239
Mail:kyoudo/atmark/adb.
fukushima-u.ac.jp

http://www.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 大学改革シンポジウム（被災地から地
方創生を担う人材育成のあり方に関す
るシンポジウム）

9月 9月下旬 コラッセふくしま 「地域とともに歩む人材育成大学」である本学の被災地福島の復興を担う人材
育成のための教育プログラム「ふくしま未来学（COC事業）」、「ふくしま未来食・
農教育（大学院プログラム）」、「被災地の復興を担うグローバル人材育成（英
語副専攻プログラム）に関するシンポジウムを行う。本シンポジウムの開催を
通じて、福島大学の取り組みを一般市民に広くアピールするとともに、福島の
復興・再生の新たな教育プログラムの在り方についても、議論を深める。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

経済経営学類支援室
Tel:024-548-8353
Mail:keizai/atmark/adb.fu
kushima-u.ac.jp

http://www.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 太宰治の世界ー外国文学との関係を
中心としてー

10/17 11/14 ラコパふくしま 今回の講座では、特に外国文学と関係の深い作品に焦点をあて、まもなく死後
70年になる今日もなお多くの人々を魅了してやまない太宰治の世界にせまる
予定です。

参加費：3,600円
申込締切：8/17

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携課
Tel:024-548-5211
Mail:syogai/atmark/adb.f
ukushima-u.ac.jp

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 比較経済史からみる現在の日本と世界 10/24 12/19 福島大学街なかブランチ舟場 この講座では、歴史を経済学的に分析する「比較経済史」の観点から、現在の
日本および世界各地で起こっている現象を考察してみたいと思います。可能な
限り「学問の愉しさ」をお伝えしつつ、論じたいと思います。

参加費：4,500円
申込締切：8/17

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携課
Tel:024-548-5211
Mail:syogai/atmark/adb.f
ukushima-u.ac.jp

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 ドイツ語学習でドイツ人の生活を知る
（Ⅱ）

10/25 11/8 コラッセふくしま　他 講座「ドイツ語学習でドイツ人の生活を知る（Ⅰ）」の続きです。大谷弘道著『ド
イツ人の生活を知る11章』（三修社）という教科書の後半を使い、ドイツ語中級
の学習をしながら、日本人とは違うドイツ人の生活の諸相を見ていきます。な
お、ドイツを取材した映像も授業中にお見せします。

参加費：5,400円
申込締切：8/17

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携課
Tel:024-548-5211
Mail:syogai/atmark/adb.f
ukushima-u.ac.jp

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 日常生活と心理学との接点：消費者行
動編（夜間開講）

11/11 11/25 福島大学街なかブランチ舟場 90分の講座の前半は主として心理学の一般的な内容を、後半は日常生活と関
わりのある内容を、それぞれご紹介したいと思います。「消費者行動編」では、
私たち消費者がついついおかしてしまいがちな行動パターンについて解説しま
す。

参加費：2,700円
申込締切：8/17

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携課
Tel:024-548-5211
Mail:syogai/atmark/adb.f
ukushima-u.ac.jp

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 日常生活と心理学との接点：消費者行
動編（昼間開講）

11/12 11/26 福島大学街なかブランチ舟場 90分の講座の前半は主として心理学の一般的な内容を、後半は日常生活と関
わりのある内容を、それぞれご紹介したいと思います。「消費者行動編」では、
私たち消費者がついついおかしてしまいがちな行動パターンについて解説しま
す。

参加費：2,700円
申込締切：8/17

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携課
Tel:024-548-5211
Mail:syogai/atmark/adb.f
ukushima-u.ac.jp

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 あまんきみこの名作童話を読み深めよ
う

11/14 12/12 コラッセふくしま 今回の講座ではあまんきみこさんの３つの作品を中心に、そのあたたかく豊か
で深遠な文学世界を解き明かしたいと思います。小学校教材に興味を持ち、家
庭で親子の話題になれば幸いです。

参加費：3,600円
申込締切：8/17

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携課
Tel:024-548-5211
Mail:syogai/atmark/adb.f
ukushima-u.ac.jp

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 自己表現の心理学：実践編 11/17 11/24 郡山市労働福祉会館 「自分のことを表現して相手に伝えていくこと」の心理学的な意味について考え
る講座です。私達は日々、日常会話などのコミュニケーション行為を通じて他
者に「自分自身のこと」を表現しています。自己表現がもつ心理面での効果や
意義等について、実際に授業内で自己表現をしてみることで確認していきま
す。

参加費：1,800円
申込締切：8/17

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携課
Tel:024-548-5211
Mail:syogai/atmark/adb.f
ukushima-u.ac.jp

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://azumafesta.com/#
http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/#
http://www.fukushima-u.ac.jp/#
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東京大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 未定 10/17 健康と医学の博物館 東京大学ホームカミングデーと併せて、健康と医学の博物館にて常設展の他、
企画展を実施し、卒業・修了生を対象に本学部・研究科の活動内容を伝えるも
の。

参加費：無料
事前申込不要

c08卒業・修了生 東京大学大学院医学系
研究科・医学部総務係
TEL:03-5841-3303
ishomu/atmark/m.u-
tokyo.ac.jp

http://www.alumni.u-
tokyo.ac.jp/hcd/index.html

東京大学 a08その他 b11その他 未定 未定 健康と医学の博物館 未定 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学「健康と医学の
博物館」事務室
TEL： 03-5841-0813（受
付は開館時間内）
mhm/atmark/m.u-
tokyo.ac.jp

http://mhm.m.u-
tokyo.ac.jp/index.html

東京大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 ナノテクノロジー・プラットフォーム東京
大学微細加工＆微細構造解析拠点合
同　特別講演会ならびに施設案内

11/4 東京大学武田先端知ビル　武田
ホール

高額な装置を自前で揃えなくても最先端の研究が出来る大型研究プラット
フォームの東京大学２拠点合同による公開セミナーです。講演、施設見学、技
術相談、SEMによるデモなどを行います。一般の方々や企業、大学など幅広く
参加をお待ちしております。

参加費：無料
事前登録要（当日申し込み
も可）

c04企業関係者 【微細加工プラットフォー
ム】
　東京大学大規模集積シ
ステム設計教育研究セン
ター
　ナノテクノロジープラット
フォーム支援室
　TEL:03-5841-1506
E-
mail:nanotech/atmark/so
go.t.u-tokyo.ac.jp
　【微細構造解析プラット
フォーム】
東京大学大学院工学系
研究科総合研究機構
微細構造解析プラット
フォーム　コーディネート
室
   TEL: 03-5841-6372

http://lcnet.t.u-
tokyo.ac.jp/user_H27seminar.html

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 東京大学文学部公開講座
「常呂公開講座」

未定 北海道北見市 東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化常呂研究施設の所在する
北海道北見市において、平成12年より一般市民を対象に公開講座を開催。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学人文社会系研
究科附属北海文化研究
常呂実習施設
TEL:0152-54-2387
北見市教育委員会
常呂教育事務所生涯学
習課
TEL:0152-54-3233

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/tokoro/

東京大学 a07ホームカミン
グデー等

b06地域社会貢献 東京大学ホームカミングデイ（理学部企
画）

10/17 東京大学理学部1号館
小柴ホール

理学部では、この日を「ファミリーデイ」とし、ご家族で参加頂けるイベントを行
います。本学をご卒業・修了された方はもちろん、ご卒業生・修了生のお子様
や近隣地区の小学生・中学生の皆様にご来訪いただき、理学の世界に触れて
頂く機会にして頂く。

参加費無料　対象：小・中
学生及び保護者　事前申し
込み要　先着170名

c03小・中学生 東京大学大学院理学系
研究科・理学部広報室
TEL：03-5841-7585
E-mail:
kouhou/atmark/adm.s.u-
tokyo.ac.jp

東京大学 a08その他 b06地域社会貢献 東京大学北海道演習林神社山自然観
察路秋季一般公開

10/4 北海道富良野市
東京大学北海道演習林
神社山自然観察路

一般市民を対象に紅葉の始まった秋の里山を演習林職員のガイドよって林内
を散策するのもの。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学農学生命科学
研究科附属北海道演習
林
庶務係
0167-42-2111
Mail:hokuen/atmark/uf.a.

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/hokuen/

東京大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 「子ども樹木博士」認定会 10月下旬または
11月上旬の1日

東京都西東京市緑町1-1-8　東京
大学田無演習林

教職員が参加者とともに森林を歩きながら、10～30種の樹木について解説を
行い、名前の識別を通じて森林に親しんでもらう自然体験プログラム。

参加費：300円
事前申込制

c03小・中学生 東京大学田無演習林
Tel:042-461-1528
Mail:tanashi2010/atmark
/uf.a.u-tokyo.ac.jp

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/tanashi/

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第3回温室特別公開日 10/14 静岡県賀茂郡南伊豆町加納４５７
大学院農学生命科学研究科　附属
演習林　樹芸研究所

熱帯・亜熱帯産の特用樹木の教育研究を目的として作られた温室内で、生育
する樹木や現在行われている研究などを職員が紹介します。またカカオから
チョコレートを作る体験コーナーを計画しています。

参加費：500円
募集人数：15人（先着順）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学農学生命科学
研究科附属樹芸研究所
加納事務所
TEL：0558-62-0021
E-mail：
jyugeiken/atmark/uf.a.u-
tokyo.ac.jp

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/jyugei/

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第4回温室特別公開日 10/17 静岡県賀茂郡南伊豆町加納４５７
大学院農学生命科学研究科　附属
演習林　樹芸研究所

熱帯・亜熱帯産の特用樹木の教育研究を目的として作られた温室内で、生育
する樹木や現在行われている研究などを職員が紹介します。またカカオから
チョコレートを作る体験コーナーを計画しています。

参加費：500円
募集人数：15人（先着順）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学農学生命科学
研究科附属樹芸研究所
加納事務所
TEL：0558-62-0021
E-mail：
jyugeiken/atmark/uf.a.u-
tokyo.ac.jp

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/jyugei/

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 鴨川市立天津小学校「緑の教室」（体験
学習）

未定 東京大学附属演習林
千葉演習林

地域協定を結んでいる鴨川市の天津小学校5年生を対象としてた公開講座
で、自然観察、森林体験等を行い、森林の大切さを知ってもらうとともに地域の
活動に貢献する。

天津小学校5年生の児童と
その保護者
参加費：無料
事前申し込み必要（千葉演
習林利用申込書提出）

c03小・中学生 東京大学千葉演習林
Tel：04-7094-0621

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/chiba/

東京大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 秩父演習林ガイドツアー　「未定」 未定 埼玉県秩父市日野田町1-1-49
東京大学秩父演習林

例年行っている秩父演習林内の樹木園を中心とした自由見学日が、昨年2月
の大雪によってコース整備が間に合わないため、6月に引き続き、定員制で演
習林内を案内するガイドツアーを計画中です。紅葉の時期に合わせて実施す
る予定です。

事前申し込み必要 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学農学生命科学
研究科附属秩父演習林
tel：0494-22-0272
Ｍａｉｌ：chichibu-
riyou/atmark/uf.a.u-
tokyo.ac.jp

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/chichibu/

東京大学 a01オープンキャ
ンパス等

b08市民サービス 牧場公開デー 10月～11月に1
日

茨城県笠間市安居3145
東京大学大学院農学生命科学研
究科附属牧場

牧場を一般公開し、見学会や研究成果の展示等を始め、市民講座、写生大会
等各種イベントを行う

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学農学生命科学
研究科附属牧場事務室
Tel:0299-45-2606

http://www.bokujo.a.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 第49回東京大学農学部公開セミナー 11月頃 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学弥生講堂・一条ホール

一般の方を対象とし、日頃の教育・研究活動の成果を広く周知する。 参加費：無料
対象：一般（どなたでも参加
できます）
事前登録不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学農学系総務課
広報情報担当
〒113-8657　東京都文
京区弥生1-1-1

http://www.a.u-
tokyo.ac.jp/seminar/index.html

東京大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 International Symposium on
Microbial Response, Adaptation,
and Evolution in the Environment

10/21 東京大学弥生講堂一条ホール 本国際シンポジウムは、当センターの微生物分野の研究者が中心となり、「環
境における微生物の振る舞いと適応戦略、物質生産と環境保全における応
用」について13人の著名な研究者（うち6名は外国人）を招聘して講演と討論を
行います。

参加費無料　事前申込不
要

c01大学生・大学院生 東京大学生物生産工学
研究センター、ISMRAE
事務局
Mail:uskos/atmark/mail.e

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biotec-
res-ctr/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/hokuen/#
http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/tanashi/#
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http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/jyugei/#
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http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chiba/#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 大学院数理科学研究科公開講座「生命
のダイナミクスと数学」

11/21 東京大学大学院数理科学研究科
大講義室

生命のダイナミクスの数学的モデル化をめぐる公開講座を開き、遺伝子情報
の転写過程の数理モデル、血管の新生の数理モデル、又は生物の動きに基
づくロボット開発などのテーマについて、専門家３名程度による講演を行い、本
研究科の研究活動を広く一般に紹介する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学大学院数理科
学研究科
Tel:03-5465-7001

http://www.ms.u-
tokyo.ac.jp/activity/lecture.html

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 高校生のための金曜特別講座 10/2, 10/9,
10/16, 10/30,
11/6, 11/13,
11/27（予定）

東京大学駒場Ⅰキャンパス18号館
ホール
（場合により変更有り）

東京大学教養学部と生産技術研究所の教員を中心とする様々な分野の専門
家が、金曜日の夕方に高校生を対象とする講義を行っています。学問研究の
面白さや、大学でどのようなことを学ぶかについてもお話ししますので、進路を
考えている高校1、２年生の方に特にお勧めです。高校生以外の学生や社会
人の方の参加も歓迎します。

参加費：無料
事前申込不要
受付定員：先着250名

c02高校生 東京大学教養学部附属
教養教育高度化機構社
会連携部門
Tel:03-4365-8820
FAX:
03-5465-8821
mail:
high-school/atmark/
komex.c.u-tokyo.ac.jp

http://high-school.c.u-
tokyo.ac.jp/index.html

東京大学 a06大学祭等 b01教育 東京大学における初年次教育への取り
組み

11/21 11/25 東京大学駒場Ⅰキャンパス 東京大学では2015年度から全1年生を対象とした「初年ゼミナール理科」が必
修授業として開講された。初年次ゼミナールでは、学生の意識を変革して、高
校までの受動的な学びから大学での能動的な学習姿勢に転換する事を主な
目的としている。本活動では、今年度の初年次ゼミナールの取り組みを展示す
るとともに、シンポジウムも開催する予定である。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学教養教育高度
化機構初年次教育部門
Tel：03-5454-8839
Mail:
fye/atmark/komex.c.u-
tokyo.ac.jp

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/KOMEX-
FYE/

東京大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 東京大学ホームカミングデイ（教養学部
企画）

10/17 東京大学駒場Ⅰキャンパス 卒業・修了生、そのご家族ご友人を対象に駒場Ⅰキャンパスにて、博物館・図
書館での特別展などを中心に、卒業生と在学生等との交流や卒業生同士の旧
交を温めていただくイベントを開催します。

参加自由、事前申し込み不
要（レセプションを除く）

c08卒業・修了生 東京大学教養学部等総
務課
Tel：03-5454-6013

東京大学 a08その他 b02研究 特別展「教育者・収書家・鑑定人―狩野
亨吉生誕150周年記念」

10/17 12/6 東京大学駒場Ⅰキャンパス駒場博
物館

四高・五高教授、一高（現、東大教養学部）校長、京都帝大文科大学長を歴任
した狩野亨吉は、安藤昌益・志筑忠雄などを発掘した稀代の蒐書家、科学的を
標榜した鑑定の達人としても知られる。生誕150周年を記念して駒場図書館の
所蔵する膨大な狩野文書によってその足跡をたどり、内藤湖南招聘などの諸
問題に新たな光を当てる。

入館無料、開館時間：10-
18時、毎週火曜日休館（但
し火曜が祝日の場合は開
館）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学駒場博物館
Tel: 03-5454-6139
Fax: 03-5454-4929
Mail:
komabamuseum/atmark/
adm.c.u-tokyo.ac.jp

http://museum.c.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 a08その他 b11その他 建築博物誌／アーキテクトニカ
(ARCHITECTONICA)

4/1 未定 東京大学総合研究博物館小石川
分館

東京大学総合研究博物館小石川分館が「建築ミュージアム」としてリニューア
ルオープンしました。国指定重要文化財の旧東京医学校本館の空間のなか
で、縮体された建築模型を中心とする建築学系資料および等倍の身体空間に
かかわる民族学系資料を展示しています 。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

TEL： ハローダイヤル
03-5777-8600

http://www.um.u-
tokyo.ac.jp/exhibition/annex.html

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 市民公開医療懇談会 10/29 東京大学医科学研究所附属病院
８階ホール

市民の皆様を対象に、医科学研究所の最新の研究成果や治療の最前線の動
向などを、医科学研究所の教員や外部の講師によるわかりやすい講演で提供
しています。テーマは毎回異なるので、講演の演題、講師はホームページでご
確認いただけます。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学医科学研究所
病院課経営チーム
03-5449-5607
t-keiei/atmark/ims.u-
tokyo.ac.jp

http://www.h.ims.u-
tokyo.ac.jp/kouenkai.html

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 東京大学 東洋文化研究所
秋の公開講座

10/17 東京大学
東洋文化研究所　３階
大会議室

本講座は、東京大学東洋文化研究所が長年蓄えてきた知的ストックをもとにし
て、研究所スタッフがわかりやすく解説する、アジアを知るための公開講座で
す。

参加費：無料
事前申込要
（午前・午後、二部制）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学東洋文化研究
所
公開講座係
Tel:03-5841-5836
mail:koza/atmark/ioc.u-

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 東京大学生産技術研究所　千葉実験
所公開
Ooen Chiba Experiment Station 2015

11/13 東京大学生産技術研究所　千葉実
験所（西千葉地区）

本所千葉実験所は、駒場Ⅱリサーチキャンパスでは実施が難しい大規模な実
験的研究やフィールドテストのための附属施設であり、毎年秋に一般公開を開
催している。近年の研究活動内容の公開、特別講演、デモンストレーション、ガ
イドツアー、施設見学等を行い、本実験所の研究活動について、広く一般に公
開している。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学千葉実験所事
務室
Tel:043-251-8311
Mail:chibajim/atmark/iis.
u-tokyo.ac.jp

http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/chiba/

東京大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 東京大学ホームカミングデー（社会科
学研究所企画）

10/17 東京大学
センター会議室（赤門総合棟５階）

講演会「安倍政権の雇用改革を考える」(田端博邦東京大学名誉教授）

ホームカミングデーの機会に社会科学研究所OBによる講演会を企画。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学社会科学研究
所庶務 Tel 03-5841-
4904

http://www.iss.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 柏キャンパス一般公開2015 10/23 10/24 東京大学　柏キャンパス 柏地区キャンパスにおける東京大学の研究成果をわかりやすく紹介し、キャン
パスへの理解を深めていただくために一般公開を行います。
 各部局：大学院新領域創成科学研究科、宇宙線研究所、物性研究所、大気
海洋研究所、人工物工学研究センター、空間情報科学研究センター、 国際高
等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構、高齢社会総合研究機構、情報基盤セ
ンター、環境安全研究センター、国際センター柏オフィス、 柏図書館　他

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学柏地区共通事
務センター 総務・広報係
電話　０４－７１３６－３２
００
E-mail  kashiwa-
info/atmark/kashiwa.u-
tokyo.ac.jp

http://www.kashiwa.u-
tokyo.ac.jp/openhouse/index.html

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b07受験広報 女子中高生理系進路支援事業
「東京大学柏キャンパス　未来をのぞこ
う！」

10/24 東京大学　柏キャンパス 女子中高生の理系分野に対する興味・関心を喚起し、理系領域への女性の参
加を促す、具体的には理系学部・大学院への女子中高生の進学を積極的に
促す目的で行われる講義・実験・懇談会等を伴ったイベント。
参加部局：大気海洋研究所、物性研究所、新領域創成科学研究科、空間情報
科学研究センター 、柏地区図書課

参加費：無料
事前申込制

c02高校生 東京大学柏地区共通事
務センター 総務・広報係
電話　０４－７１３６－３２
００
E-mail
rikejo2015/atmark/kashi

http://www.kashiwa.u-
tokyo.ac.jp/rikejo2015/

東京大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 CSIS Days 11/19 11/20 東京大学　柏の葉キャンパス駅前
サテライト

一般公募による研究発表と，CSISと共同研究を進めている研究者の方々によ
る発表．空間情報科学に関する研究の成果を広く知っていただき，産官学の
連携を促進する研究交流の場となっている．

参加料：無料、事前申込：
発表者は必要、参加者は
不要

c07教育機関関係者 東京大学空間情報科学
研究センター
Tel:04-7136-4291

http://www.csis.u-
tokyo.ac.jp/japanese/index.html

東京大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 ICRR・Kavli IPMU 第13回合同一般講演
会

11/22 東京大学本郷キャンパス小柴ホー
ル

宇宙線研究所とカブリ数物連携宇宙研究機構の共同開催の一般講演会。両
研究所から１名ずつの講師を迎え、最新の研究成果を踏まえた宇宙について
の講演を行う。

参加費：無料
事前申込制

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学カブリ数物連携
宇宙研究機構　広報担
当
Tel: 04-7136-5977 Mail:
koukai-

東京大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 サイエンスカフェ「ニュートリノで探る素
粒子の世界と宇宙」

7/12 富山県立近代美術館Cafeプリズム 富山市科学博物館と共催で行うサイエンスカフェ。少人数で気楽に講演者と
スーパーカミオカンデやT2K実験について語り合うイベント。

参加費：500円
事前申し込み必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学神岡宇宙素粒
子研究施設　広報担当
0578-85-9704 Mail:
kouhou/atmark/km.icrr.u
-tokyo.ac.jp

http://www-sk.icrr.u-
tokyo.ac.jp/event/sc20150712.html

東京大学 a08その他 b01教育 ひらめきときめきサイエンス「地下で宇
宙のささやきを聞く」

8/3 神岡宇宙素粒子研究施設 中学、高校生向けに、スーパーカミオカンデやXMASSの講義、実験施設見学、
研究者との懇談などを行う。

参加費無料　事前申込み
必要

c03小・中学生 東京大学神岡宇宙素粒
子研究施設　広報担当
0578-85-9704 Mail:
kouhou/atmark/km.icrr.u
-tokyo.ac.jp

http://www-sk.icrr.u-
tokyo.ac.jp/event/hiratoki2015.html

東京大学 a08その他 b01教育 ひらめきときめきサイエンス「地下で宇
宙のささやきを聞く」

8/7 神岡宇宙素粒子研究施設 中学、高校生向けに、スーパーカミオカンデやXMASSの講義、実験施設見学、
研究者との懇談などを行う。

参加費無料　事前申込み
必要

c02高校生 東京大学神岡宇宙素粒
子研究施設　広報担当
0578-85-9704 Mail:
kouhou/atmark/km.icrr.u
-tokyo.ac.jp

http://www-sk.icrr.u-
tokyo.ac.jp/event/hiratoki2015.html

東京大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 未定 11/7 富山市古洞の森自然活用村 富山市天文台と共催で行うサイエンスカフェ。少人数で気楽に講演者とXMASS
実験について語り合うイベント

未定 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学神岡宇宙素粒
子研究施設　広報担当
0578-85-9704 Mail:
kouhou/atmark/km.icrr.u
-tokyo.ac.jp

未定

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/activity/lecture.html#
http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/activity/lecture.html#
http://high-school.c.u-tokyo.ac.jp/index.html#
http://high-school.c.u-tokyo.ac.jp/index.html#
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/KOMEX-FYE/#
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/KOMEX-FYE/#
http://museum.c.u-tokyo.ac.jp/#
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/annex.html#
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/annex.html#
http://www.h.ims.u-tokyo.ac.jp/kouenkai.html#
http://www.h.ims.u-tokyo.ac.jp/kouenkai.html#
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/openhouse/index.html#
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/openhouse/index.html#
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/rikejo2015/#
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/rikejo2015/#
http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/index.html#
http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/index.html#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

東京大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 宇宙物理学分野の世界最先端の研究
者がお届けする　一夜限り の サイエン
スカフェ

7/31 飛騨市神岡振興事務所 ４階 旧議
事堂

宇宙線研究所と飛騨市の共同開催のサイエンスカフェ。KAGRAグループから2
名の教員と尾関章氏（北海道大学客員教授・科学ジャーナリスト）が参加し、
KAGRAのある地域の人々、特に中高校生を対象として宇宙物理学のホットな
話題を解説するイベント。

参加費：無料
事前申込制

c02高校生 東京大学宇宙線研究所・
重力波推進室
広報担当　三代木伸二
Tel 080-6796-3536 Mail :
miyoki/atmark/icrr.u-
tokyo.ac.jp

未定

東京大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 KAGRA講演会（仮） 11/16 富山県富山市猪谷・猪谷関所館 猪谷関所館との共催でKAGRAを紹介する講演会の予定 参加費：無料
事前申し込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京大学宇宙線研究所・
重力波推進室
広報担当　三代木伸二
Tel 080-6796-3536 Mail :
miyoki/atmark/icrr.u-
tokyo.ac.jp

未定

東京大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 未定 未定 東京都西東京市・多摩六都科学館 東京都西東京市・多摩六都科学館との共催で、重力波の研究を紹介し、参加
者に、重力波検出装置の原理を、そのデモンストレーション装置で体感する。

参加費：不明
事前申込制

c03小・中学生 東京大学宇宙線研究所・
広報室と重力波推進室
広報担当特任専門職員
と推進室員
Tel 04-7136-3107 080-
6796-3536 Mail :
misato/atmark/icrr.u-
tokyo.ac.jp,
miyoki/atmark/icrr.u-
tokyo.ac.jp

未定

東京大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第１４回東京大学ホームカミングデイ 10/17 東京大学
本郷キャンパス・駒場キャンパス

毎年一回、東京大学の卒業・修了生やそのご家族ご友人の皆様を、本郷キャ
ンパス及び駒場キャンパスにお招きし、卒業生と在学生等が共に参加するイ
ベントや旧交を温めていただくイベントを催す。

※有料、事前申込みの有
無等は企画により異なる

c08卒業・修了生 東京大学卒業生室
Mail:gakuyukai/atmark/a
dm.u-tokyo.ac.jp

http://www.alumni.u-
tokyo.ac.jp/hcd/

東京医科歯科大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成27年度東京医科歯科大学公開講
座
「健康を考える」

10月初旬 11月中旬 東京医科歯科大学歯科棟南４階特
別講堂

東京医科歯科大学公開講座は、広く社会に対して本学における教育研究活動
の状況や、活動の成果に関する情報をわかりやすく発信することを目的として
いる。本年度においても、6つの講義を用意し、地域住民の健康づくりに役立つ
よう実施する予定である。

受講料：6,200円（全6回分）
申込方法：はがき、FAX、E-
mail

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部総務秘書課総務
掛
Tel：03-5803-5009
Mail：
soumu.adm/atmark/tmd.

http://www.tmd.ac.jp/outline/open
-lecture/daigaku/index.html

東京医科歯科大学 a06大学祭等 b11その他 お茶の水祭 10/17 10/18 東京医科歯科大学湯島キャンパス 毎年湯島キャンパスで2日間にわたって行われる東京医科歯科大学の文化祭
である。お茶の水祭では、文化祭恒例の模擬店、有志団体による展示・パ
フォーマンス演奏が行われるほか、公開模擬授業や講演会及び学生による医
学展も開催される。

入場無料
事前登録不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援・保健管理機構
学生支援課
Tel：03-5803-5077
Mail：
kousei.adm/atmark/ml.t
md.ac.jp

東京医科歯科大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第6回東京医科歯科大学ホームカミン
グデイ

10/18 東京医科歯科大学Ｍ＆Ｄタワー鈴
木章夫記念講堂

本学卒業生に対し、大学の活動に対する理解を深めていただくため、講演会
や懇談会等を実施する。

参加費：無料
申込方法：はがき、FAX、E-
mail

c08卒業・修了生 総務部総務秘書課総務
掛
Tel：03-5803-5009
Mail：
soumu.adm/atmark/tmd.

東京医科歯科大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第13回市民公開講座 10/23 文京シビックセンター（文京区役所
内）

東京医科歯科大学・学際生命科学東京コンソーシアムが最先端研究を分かり
やすく紹介する区民講座。
（学際生命科学東京コンソーシアムは、東京医科歯科大学、お茶の水大学、学
習院大学、北里大学と連携し、地域との産官学連携によるイノベーションの推
進に貢献しています。）

入場無料
事前登録不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

難治疾患研究所事務部
総務掛
℡:03-5803-4504
Mail:mri.adm/atmark/cm
n.tmd.ac.jp

http://www.tmd.ac.jp/mri/index.ht
ml

東京医科歯科大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成27年度東京医科歯科大学大学院
保健衛生学研究科生体検査科学専攻
第16回体験型公開講座

10/24 10/25 東京医科歯科大学3号館 本公開講座は、今年で16回目を迎え、講義を聞くだけにとどまらず、大学院生
や教員が案内する検査体験ツアーといった実習形式で参加することができる
のが最大の特徴である。また、検査データの見方や日頃生活する上での注意
点、病気のことなど気軽に臨床医に相談できる機会や体の模型を見るコー
ナーもあり、地域住民の健康づくりに役立つよう実施する予定である。

受講料：6,000円
申込方法：はがき、FAX、E-
mail

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部総務秘書課総務
掛
Tel：03-5803-5009
Mail：
soumu.adm/atmark/tmd.

http://www.tmd.ac.jp/outline/open
-lecture/kensa/index.html

東京外国語大学 a01オープンキャ
ンパス等

b08市民サービス 附属図書館特別展示（タイトル未定） 12月上旬～（未
定）

1月下旬（未定） 東京外国語大学附属図書館 附属図書館の南インド関係蔵書の展示会を実施する。（詳細未定） 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学術情報課総務係
Tel:042-330-5193
Mail:tosho-
soumu/atmark/tufs.ac.jp

http://www.tufs.ac.jp/blog/is/g/news
/
（詳細決定次第掲載）

東京外国語大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 附属図書館公開講演会
『演劇という文化』（仮）

12月上旬の内の
１日（未定）

東京外国語大学
アゴラ・グローバル
プロメテウス・ホール

 谷川道子本学名誉教授のAICT演劇評論賞受賞を記念する講演会を実施す
る。（詳細未定）

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学術情報課総務係
Tel:042-330-5193
Mail:tosho-
soumu/atmark/tufs.ac.jp

http://www.tufs.ac.jp/blog/is/g/ne
ws/
（詳細決定次第掲載）

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 健康テニス教室 9/2 10/21 東京学芸大学北門テニスコート テニスを初めてやってみようとする初心者の方、少しは経験のある中級者の
方、かなり経験された上級者の方、それぞれのレベルごとにグループに分かれ
て、レベルに合わせたレッスンを行います。各グループごとに、レベルアップを
目指して、毎回様々な練習を取り入れ、ゲームを楽しめるようにしていきます。
併せて、自分の体力や健康の増進につながるように活動量にも十分配慮しな
がら、進めていきます。

参加費：7,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 学芸の森を散策して学ぶ緑と生け花
Ver.6－秋－

9/8 11/10 東京学芸大学第３会議室 東京学芸大学の緑の楽園は，発見と学びの宝庫です。本学はかねてより環境
教育に力をいれてきており、学内の身近な自然環境に積極的に触れることを
通じて，多くの成果をあげてきました。その成果を生かし，学芸の森を教材にし
て，地域の市民と定期的に学習し，自然と親しんでゆく講座です。
・学内教員等による講義の後、学芸大キャンパス内を散策し，自然とのふれあ
いを楽しむことを目的とします。
・10万坪の広大な敷地には，春夏秋冬の緑を充分に楽しむことにことかきませ
ん。秋は，実りの季節です。思いがけない出会いがあって，とてもワクワクしま
す。学芸大名物のケヤキ並木や銀杏並木の初秋・そして錦秋の紅葉，鈴なり
のどんぐり等。
・自然とのふれあいを生け花等で表現してみましょう！
・日本の歴史や文化にもふれつつ、華道文化を中心軸に、生け花の基礎から
応用まで学びながら、体験を通して「和」と「美」の精神を修得します。

参加費：6,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 バリ島のガムラン音楽を演奏しよう（中
級Ⅱ）

9/14 12/21 東京学芸大学音楽ホール 本学が所有するバリ・ガムラン「ゴング・クビヤール」のフル編成の楽器を用い
て、インドネシア・バリ島のガムラン音楽のアンサンブルを実習し、世界の多様
な音世界にふれることがこの講座のねらいです。ガムラン初級を経験された方
が、より深いガムランの世界を体験できるコースです。年間を通して、「ゴング・
クビャール」の楽曲を完成させることの他、希望により「ゴング・アンクルン」等
の異なった種類のガムランを体験することも出来ます。指導は初級に引き続き
本学非常勤講師の飯田茂樹氏があたります。青銅製楽器の多彩な音楽世界
をお楽しみください。

参加費：8,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.tmd.ac.jp/mri/index.html#
http://www.tmd.ac.jp/mri/index.html#
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東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第13回「日本伝統音楽入門－尺八を吹
こう－」（秋学期・初心者コース）

9/28 12/14 東京学芸大学N101教室 尺八は一般的には吹くのが難しい楽器とされますが、この講座では一人一人
の進度に合わせて演奏技法の基礎（呼吸，姿勢，音作り）を丁寧に繰り返し学
ぶことにより誰でも音がでるようになります。また尺八は海外でも人気が高く、
持ち運びできることも大きな魅力です。
対象は広く外国人の方を含む一般の方としますが，特に教員の方には学校現
場でも和楽器が正式に取り入れられるようになり，この機会に学ばれることを
お勧め致します。例年さまざまな年代の方が受講されています。
尺八をお持ちでない方には、講座期間中無料でお貸しします。

参加費：8,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 市民の学び合いを支える実践力を培う
コミュニティ学習支援コーディネーター
養成講座Ⅱ

10/9 2/5 東京学芸大学コミュニティセンター 地域での学び合うコミュニティの展開を支える、コーディネーターやファシリテー
ターとしての実践力を培う講座です。主に公民館などの社会教育・生涯学習施
設職員や、地域での学びを支援する活動に取り組んでいる方を対象としていま
す。受講者自身が取り組んでいる講座・事業・活動を語り合い、ともにふりかえ
りながら、実践的な力量形成を目指します。地域のさまざまな課題解決に向け
て、主体的に学びあうグループや団体をどう支援し、協働の関係をつくりだして
いくのか、考えていきたいと思います。Ⅰから連続して受講することをおすすめ
します。本講座は、東京都公民館連絡協議会と連携して実施します。

参加費：5,000円
事前申込必要

c09その他 広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 新多摩学のすすめ－あなたの知らない
多摩の魅力－

10/17 12/5 東京学芸大学 多摩地域の自然や歴史・産業・文化等の特徴とその成り立ち・背景について、
専門的知見やフィールドワーク、研究成果をもとにわかりやすく講義します。多
摩地域への理解を深め、知っているようで知らない多摩の魅力を再発見しま
しょう。

参加費：5,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 心と身体に効く五感エクササイズVer.8
－潜在的なコミュニケーション能力を発
掘しよう－

10/31 東京学芸大学附属小金井小学校
体育館

内容
１．自己紹介・アイスブレイキング
２．架空対象行動による五感能力の向上
３．リズムエクササイズによるコミュニケーション
４．クリスタルサウンドによるリラクゼーション
その他、即興によるイメージトレーニングなどその場に合わせた内容を盛り込
む場合もございます。

参加費：3,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 学校司書応用講座Ver.5；授業に活か
す学校図書館

11/7 東京学芸大学附属世田谷中学校
図書館

学校における近年の読書活動の盛り上がりとともに，学校司書が注目されてい
ます。
　従来，本学では学校司書の養成を行ってきませんでしたが，教員養成大学と
して各地の大学に先駆け，公開講座を通じて，学校司書の専門性向上に寄与
してゆきたいと思っております。
　一方，東京学芸大学のほとんどの附属学校には学校司書が配置されてお
り，全国的にも注目を集める活動を行っており，日常の活動の成果を社会に還
元する場が必要です。
　そこで，附属学校と共同しつつ，学校司書養成についての入門的な公開講座
を開催します。
　今年度は図書委員会活動も含め教育学についての応用的な講義も行いま
す。

参加費：3,000円
事前申込必要

c07教育機関関係者 広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京学芸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 3日でデザインしちゃおう！ 11/7 11/15 東京学芸大学メディアラボ 本講座では、デザインツールの基礎的な使い方を学び、参加者自身のオリジ
ナル性のある作品（ポスター、チラシなど）をデザインします。デザインツールの
使い方からデザインの構想・制作にいたるまで、学内外から招いた講師とス
タッフがトータルにサポートし、デザインすることを体験してもらいます。

参加費：6,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広報企画課
地域連携係
Tel:042-329-7119
Mail:renkei/atmark/u-
gakugei.ac.jp

http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/

東京農工大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 工学部説明会 11/14 東京農工大学小金井キャンパス 東京農工大学への進学を希望する受験生等を対象に、学部・学科の概要等を
説明するもの。

参加費：無料
事前申込必要

c02高校生 東京農工大学
小金井地区事務部総務
室

http://www.tuat.ac.jp/

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 「獣医師の卒後再教育プログラム アド
バンス イン 農工大！」
小動物臨床獣医師養成講座 基礎7
「小動物臨床の基礎知識・基本技術：問
診、心疾患（講義と実習）」

10/4 東京農工大学府中キャンパス動物
医療センター

獣医師免許取得者の卒後教育およびスキルアップ講座として、毎年開催。一
次診療における犬猫の健康管理・診断・治療などの基本を講義と実習で丁寧
に指導。
※無料の託児サービスあり

参加費21,000円
事前申込必要
（募集人数4名）

c09その他 東京農工大学
「獣医師の卒後再教育プ
ログラムアドバンス　イン
農工大」事務局
ＴＥＬ：042-367-5589
FAX：042-367-5916
Mail:manabi/atmark/cc.t
uat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/social/koukaiko
uza/2015/jyui_2015_basic7/index.html

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座
健康スポーツ講座「テニス・応用編：ダ
ブルスゲームを楽しもう」

10/17・10/24
10/31・11/7

東京農工大学小金井キャンパステ
ニスコート

本講座はテニス応用編として、試合形式のゲームを中心に行い、ダブルス
ゲームを楽しむことをねらいとしている。しかし、単に技術の獲得だけではなく
親子で、夫婦で、ペア（もちろん個人参加も可）で体験することにより、家族の
交流や地域住民との交流も大切な目的である。また、この講座が契機となり、
生涯スポーツへと発展することを期待している。

参加費6,400円
事前申込必要
（募集人数20名）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京農工大学
小金井地区事務部総務
室
ＴＥＬ：042-388-7003
FAX：042-388-7012
Mail:k-

http://www.tuat.ac.jp/social/kouka
ikouza/2015/tennis2015_2/index.ht
ml

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 「獣医師の卒後再教育プログラム アド
バンス イン 農工大！」
第12回教育講演会：「眼科学『疾患と治
療』～リクエストに答えて｣（仮題）

10/24 東京農工大学府中キャンパス動物
医療センター

獣医師免許取得者のみならず小動物臨床従事者を対象に、眼科臨床に携わ
る講師を招き、日頃の眼科診療での問題点を取り上げる。少人数で、質疑応
答を通してより双方向の講座をめざす。また眼科臨床の最新情報を知る。

参加費4,500円
事前申込必要
（募集人数名）

c09その他 東京農工大学
「獣医師の卒後再教育プ
ログラムアドバンス　イン
農工大」事務局
ＴＥＬ：042-367-5589
FAX：042-367-5916
Mail:manabi/atmark/cc.t
uat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/social/koukaiko
uza/2015/jyui_2015_kouenkai/index.ht
ml

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 科学博物館子供科学教室
「動物を学ぶふれあい教室」

10/24 東京農工大学小金井キャンパス科
学博物館

様々な動物（ウズラ、シロネズミ、ハムスター、モルモット、ウサギ、ヤギ、ミニ
ホース）との触れ合いをとおして、動物について親しみを持ち、理解し、命の大
切さを学ぶ。

参加費無料
事前申込必要
（募集人数30名）

c03小・中学生 東京農工大学科学博物
館
ＴＥＬ：042-388-7163
FAX：042-388-7598
Mail:kahaku/atmark/cc.t

http://www.tuat.ac.jp/social/kouka
ikouza/2015/kids_science2015_05/i
ndex.html

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 「獣医師の卒後再教育プログラム アド
バンス イン 農工大！」
第2回 馬学習得講座A：「馬を学び、馬
を知る」

10/31 東京農工大学府中キャンパス第１
講義棟及び厩舎

獣医師の卒後教育プログラム「アドバンスイン農工大」が毎年運営する市民公
開講座の一環として、昨年度から開講。乗馬や馬術など、馬が大好きで、馬の
ことを学びたい方が対象。馬の身体の構造や内臓の機能、驚くべき運動能力
の秘密などを獣医師がわかりやすく解説し、馬と人が良い関係を保つ秘訣をお
教えします。獣医師の資格や経験は不問。

参加費12,000円
事前申込必要
（募集人数20名）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京農工大学
「獣医師の卒後再教育プ
ログラムアドバンス　イン
農工大」事務局
ＴＥＬ：042-367-5589
FAX：042-367-5916
Mail:manabi/atmark/cc.t
uat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/social/kouka
ikouza/2015/jyui2015_horse_a/inde
x.html

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 「獣医師の卒後再教育プログラム アド
バンス イン 農工大！」
第2回 馬学習得講座B：「馬の生理と疾
病」（仮題）

11/1・11/3 東京農工大学府中キャンパス第１
講義棟及び厩舎

獣医師免許取得者の卒後教育として馬を取り上げる。馬についての生理や罹
りやすい病気などを学び、実際に馬に見て触れて理解を深める。

参加費：35,000円
事前申込必要
（募集人数3名）

c09その他 東京農工大学
「獣医師の卒後再教育プ
ログラムアドバンス　イン
農工大」事務局
ＴＥＬ：042-367-5589
FAX：042-367-5916
Mail:manabi/atmark/cc.t
uat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/social/koukaiko
uza/2015/jyui2015_horse_b/index.htm
l

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.tuat.ac.jp/#
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2016/2/8現在

開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 「獣医師の卒後再教育プログラム アド
バンス イン 農工大！」
小動物臨床獣医師養成講座 基礎8
「小動物臨床の基礎知識・基本技術：レ
ントゲン検査（講義と実習）」

11/8 東京農工大学府中キャンパス動物
医療センター

獣医師免許取得者の卒後教育およびスキルアップ講座として、毎年開催。一
次診療における犬猫の健康管理・診断・治療などの基本を講義と実習で丁寧
に指導。
※無料の託児サービスあり

参加費21,000円
事前申込必要
（募集人数4名）

c09その他 東京農工大学
「獣医師の卒後再教育プ
ログラムアドバンス　イン
農工大」事務局
ＴＥＬ：042-367-5589
FAX：042-367-5916
Mail:manabi/atmark/cc.t
uat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/social/koukaiko
uza/2015/jyui_2015_basic7/index.html

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 遺伝子工学実習講座（2）タンパク質
コース

11/19 11/20 東京農工大学府中キャンパス遺伝
子実験施設

最先端技術の習得を希望する多くの社会人の要求に応じることを目的に、本
コースは初心者に対して、組換えタンパク質発現・精製及び免疫的検出法を中
心に実施する。

参加費12,000円
事前申込必要
（募集人数10名）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京農工大学
遺伝子実験施設
ＴＥＬ：042-367-5563
FAX：042-367-5840
Mail:nyunoya/atmark/cc.
tuat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/social/kouka
ikouza/2015/gene_protein_2015/in
dex.html

東京農工大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 「獣医師の卒後再教育プログラム アド
バンス イン 農工大！」
小動物臨床獣医師養成講座 画像診断
学「心とエコー検査」（仮題）

11/29 東京農工大学府中キャンパス動物
医療センター

獣医師免許取得者の卒後教育およびスキルアップ講座として、毎年開催。
講義と実習により画像診断の基礎を学ぶ。
※無料の託児サービスあり

参加費：21,000円
事前申込必要
（募集人数8名）

c09その他 東京農工大学
「獣医師の卒後再教育プ
ログラムアドバンス　イン
農工大」事務局
ＴＥＬ：042-367-5589
FAX：042-367-5916
Mail:manabi/atmark/cc.t
uat.ac.jp

http://www.tuat.ac.jp/social/koukaiko
uza/2015/jyui_2015_picture/index.htm
l

東京農工大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

農工祭(農学部) 11/13 11/15 東京農工大学府中キャンパス 東京農工大学の学園祭を開催するもの。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生総合支援課
TEL:042-367-5582

http://www.tuat.ac.jp/

東京海洋大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 第56回「海鷹祭」の開催 10/31 11/2 東京海洋大学品川キャンパス内 海鷹祭では、毎年たくさんの方にご好評いただいている「マグロの解体」をはじ
め、カッターでキャンパス周辺の運河を巡る「カッター試乗会」、行けば必ずな
にかおもしろい発見が出来る「研究室公開」など、他大学にはない海洋大学な
らではのイベントが盛りだくさんです。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

http://www.umitakasai.net/

東京海洋大学 a08その他 b11その他 父母等懇談会 11/1 東京海洋大学品川キャンパス内 各学部学生の父母等に対して東京海洋大学の教育と支援の現状、学部教育
及び学生支援について報告を行う。

学部学生の父母等 c09その他 Tel:03-5463-0392 http://www.kaiyodai.ac.jp/index.html

東京海洋大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 オープンキャンパス 10/25
11/8

東京海洋大学
品川キャンパス内及び越中島キャ
ンパス内

受験生を対象にキャンパスツアー、学部学科紹介、模擬講義、体験学習、研
究・実習紹介及び入試相談等を行っている。

一部は事前予約制 c02高校生 入試課入試第一係
Tel:03-5463-0510

http://www.kaiyodai.ac.jp/admission-
cms/gakubu/opencampus/21823.html

東京海洋大学 a08その他 b06地域社会貢献 本学の創立140周年を記念して商船教
育の歴史を日本の船の歴史とともに紹
介する特別展示を行う。「船が開く明治
～商船教育140年記念展示～」を一般

7/1 11/30 東京海洋大学越中島キャンパス
百周年記念資料館1階会議室

東京海洋大学海洋工学部の前身である三菱商船学校が明治8年、校舎とした
のは永代橋下流に碇置された練習船成妙丸でした。それ以来、船と共に本学
部の歴史は歩みました。本展示は和船から汽船へと変遷する日本の船の歴史
や本学部の成り立ちを錦絵や公文書で紐解きながら商船教育140年の歴史を

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

東京海洋大学明治丸海
事ミュージアム事務室
03－5245－7360

http://lib.s.kaiyodai.ac.jp/joc6yq74
o-146/#_146

一橋大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 一橋大学社会学部連続市民講座 10/17 11/21 一橋大学国立キャンパス兼松講堂 全8回の連続市民講座を開催しています。今年度のテーマは「 『ニホン／ニッ
ポン』―日本イメージを解体する―」です。社会学部の学際的で総合的な特徴
を生かし、教育、地域社会などの身近な話題から国内外の政治・経済の動きを
踏まえて幅広く取り上げます。講座では、専門家である教員が、わかりやすい
言葉で解説します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

一橋大学社会学研究科
042-580-8212
info/atmark/soc.hit-
u.ac.jp

http://www.soc.hit-
u.ac.jp/research/open_lecture/201
5/

一橋大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 平成27年度一橋大学附属図書館企画
展示「蔵書票の世界：モチーフから見る
本間要一郎蔵書票コレクション」

10/30 11/30 一橋大学附属図書館展示室 本の所有者を表す蔵書票は今日、美術的興味の対象にもなっている。蔵書票
には繰り返し現れるモチーフがあり、それぞれのモチーフには意味がある。本
展示では、本間要一郎蔵書票コレクションより典型的な蔵書票のモチーフを取
り上げ、紹介・展示する。関連企画として、講演会を開催する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

一橋大学附属図書館研
究開発室
Tel: 042-580-8252

http://www.lib.hit-u.ac.jp/pr/tenji/

一橋大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

一橋祭（学園祭） 11/1 11/3 一橋大学国立キャンパス アカデミックな講演会、受験生応援企画や公開授業等を、学生はもちろんのこ
と、地域住民の幅広い世代の人々を対象として実施する。また、一橋祭（学園
祭）は、「市民まつり」、「天下市（国立市商業祭）」という国立市の祭典と同日程
で行い、開催時には国立駅から南に延びる大学通りが歩行者天国（日曜日）と
なる。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

一橋大学
学生支援課
Tel:042-580-
8116/Fax:042-580-8135

http://jfn.josuikai.net/student/ikky
osai/

一橋大学 a05演奏会等 b11その他 一橋大学創立140周年記念講演会 10/25 一橋大学兼松講堂 明治８年に商法講習所が開設されて以来、本年をもって本学は創立140周年を
迎える。これまでの歴史を顧みながら、本学の今後の発展を考えるため、記念
講演会を開催する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

一橋大学総務課
Tel:042-580-8011

http://hit-
u.ac.jp/function/outside/news/201
5/0803.html

茨城大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 平成27年度茨城大学農学部ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝ
ﾊﾟｽ

10/31 茨城大学阿見キャンパス 学部説明会、模擬授業、研究室公開、公開実験、各種キャンパスツアー等のイ
ベントを高校生に限らず、本学を広く一般公開するもの。夏の実施とは違い、
学園祭との共催ということで、大学のもう一つの顔を見せるということをコンセ
プトとしている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

茨城大学農学部学務係
029-888-8519

http://www.agr.ibaraki.ac.jp/

茨城大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 高校生のためのバイオテクノロジー実
験講座

10/10 茨城大学阿見キャンパス
遺伝子実験施設

平成27年度科学の甲子園参加者強化トレーニング（茨城県教育委員会）の一
貫として、バイオテクノロジーに関する講義や実験を体験してもらい、バイオテ
クノロジーに関する理解を深めてもらう。

参加者：無料
事前申込必要（定員24名）

c02高校生 茨城大学遺伝子実験施
設
Tel:029-888-8743

http://grc.agr.ibaraki.ac.jp/

茨城大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

茨苑祭 11/14 11/15 茨城大学水戸キャンパス 茨城大学で学ぶ学生の自主的な企画・運営による課外活動の一つとして、例
年１７０あまりの企画を用意し、学生の日頃の研究活動やサークル活動の成果
を踏まえてさまざまな形で情報を発信するとともに、オープンセミナー等を行う
ことで、地域の方々との交流の場として、また、地域活性化の場としている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

茨城大学学務部学生生
活課
Tel029-228-8060

http://www.shiensai-ibadai.com/

茨城大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第66回鍬耕祭 10/31 11/1 茨城大学阿見キャンパス 模擬店、野菜販売、展示、いも掘り、ステージ演奏等のイベントを用意してい
る。農学部らしさを知っていただくとともに、県立医療大学のサークルも参加
し、大学間の学生交流も行っている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

茨城大学農学部学務係
029-888-8518

http://shukousai61.web.fc2.com/

筑波大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第7回「学際計算科学による新たな知の
発見・統合・創出」シンポジウム

10/19 10/20 筑波大学大学会館国際会議室 計算科学研究センターは、物理・生命・地球科学などの科学の諸分野と計算機
科学の研究者の協働により、最先端の大規模計算科学を推進しています。ま
た、異なる分野の計算科学研究者の連携により新たな知の創出を目指してい
ます。本センターの取り組みの進捗と、今後の展望について報告します。

参加費：無料
事前申込あり

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

計算科学研究センター
℡:029-853-6260
mail:ccssympo/atmark/c
cs.tsukuba.ac.jp

http://www.ccs.tsukuba.ac.jp/

筑波大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 筑波大学高大連携シンポジウム２０１５ 11/8 筑波大学３Ａ２０４教室 筑波大学が関係し支援する高大連携活動の成果を高校生が自ら発表を行う。 参加費：無料
事前申込不要

c02高校生 教育推進部社会連携課
社会連携担当
℡:029-853-2216,2217
mail:koukai/atmark/un.ts
ukuba.ac.jp

http://koudai.tsukuba.ac.jp/

筑波大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「自家製チーズ作りを楽しむ」 11/7 11/8 筑波大学農林技術センター 世界各国のいろいろな輸入チーズや国産チーズを手軽に口にすることができ
る昨今ですが、自家製チーズには作った人にしか分からない格別の味があり
ます。手間と暇をたっぷりかけて自家製チーズを仕上げ、ちょっぴり洒落た自
分流の味を演出してみてはいかがでしょう。

講習料：6,500円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育推進部社会連携課
社会連携担当
℡:029-853-2216,2217
mail:koukai/atmark/un.ts
ukuba.ac.jp

http://www.tsukuba.ac.jp/educatio
n/extension/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/jyui_2015_basic7/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/jyui_2015_basic7/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/gene_protein_2015/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/gene_protein_2015/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/gene_protein_2015/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/jyui_2015_picture/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/jyui_2015_picture/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2015/jyui_2015_picture/index.html#
http://www.tuat.ac.jp/#
http://www.umitakasai.net/#
http://www.kaiyodai.ac.jp/index.html#
http://lib.s.kaiyodai.ac.jp/joc6yq74o-146/#_146
http://lib.s.kaiyodai.ac.jp/joc6yq74o-146/#_146
http://www.ccs.tsukuba.ac.jp/#
http://koudai.tsukuba.ac.jp/#
http://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/#
http://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

筑波大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「ゴルフ（上級）」 10/19 11/6 筑波大学陸上競技場、ゴルフケー
ジほか

ゴルフの知識、技術，マナー等の再確認を行い，自分のゴルフスイングの欠点
を認識しその矯正法を習得し，ゴルフに対する総合的理解度を深め，これから
のゴルフライフをより豊かにすることを目的とする。
そのために、スイングのメカニズム、スイング技術の基本，ゴルフのマナー等を
本学の施設等を利用し，再確認してもらう。ウッドクラブ、アイアンクラブ、パ
ター等のクラブを使用し，本コースでのコース攻略法を学ぶ。

講習料：11,500円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育推進部社会連携課
社会連携担当
℡:029-853-2216,2217
mail:koukai/atmark/un.ts
ukuba.ac.jp

http://www.tsukuba.ac.jp/educatio
n/extension/

筑波大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 弓道（秋季） 10/3 10/25 筑波大学弓道場 弓道は生涯スポーツとして、老若男女を問わず楽しめるという特徴がありま
す。弓道の初心者及びしばらく弓道を中断していた元弓道経験者を対象とし
て、それぞれの技術、体力、運動能力に応じて講義及び実技・実習を行いま
す。また、歴史、用具などに関しても講義を行います。

講習料：9,500円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育推進部社会連携課
社会連携担当
℡:029-853-2216,2217
mail:koukai/atmark/un.ts
ukuba.ac.jp

http://www.tsukuba.ac.jp/educatio
n/extension/

筑波大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 茨城県震災復興シンポジウム 1/14 茨城県総合福祉会館　「コニュミニ
ティホール」

これまで実施してきたシンポジウムの実績を活かし、茨城県庁と協力し、「科
学」を復興の原動力としたシンポジウムを開催する。プログラムでは、本学の
研究成果をわかりやすく説明するに留まらず、地域の関係者を交えたパネル
ディスカッションを通じて、茨城県そして日本の復興・再生に向けた議論を展開
する。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

筑波技術大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 筑波技術大学産業技術学部授業見学
会

10/23 筑波技術大学天久保キャンパス 平成２７年度筑波技術大学産業技術学部説明会の一つとして本学天久保キャ
ンパスにおいて授業見学会を開催する。

参加費：無料
参加要件：聴覚に障害のあ
る生徒、その保護者及び関
係教職員等
申し込み方法：「授業見学
会参加申込書(PDF)」（HPよ
り入手）に必要事項を記入
の上、郵送、FAX又はE-
mailにより申し込む。 (E-
mailの場合は，申し込み内
容に準じて送信。)

c02高校生 聴覚障害系支援課　教
務係
Tel:029-858-9329
Fax:029-858-9335
Mail:opencampus/atmark
/ad.tsukuba-tech.ac.jp

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/admission/it/opencump
us/zyugyoukengaku.html

筑波技術大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 筑波技術大学保健科学部秋のオープ
ンキャンパス

10/23 筑波技術大学春日キャンパス 全国の視覚に障害のある学生・生徒・社会人の方々が職業自立，社会自立す
るための進路を選択する上で参考にしていただけることを願い，各学科・専攻
別に進学・教育相談，施設・授業公開を開催する。

参加費：無料
参加要件：視覚に障害のあ
る生徒，その保護者及び関
係教職員等
申込み方法：「申込書・質問
表」（HPより入手可）に必要
事項を記載の上，郵送又は
FAXにより申込み

c09その他 視覚障害系支援課教務
係
Tel:029-858-9507
Mail:kyoumuk/atmark/ad.
tsukuba-tech.ac.jp

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/admission/hs/opencump
us.html

筑波技術大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「医師のための鍼灸実践講
座」

10月中 12月中 筑波技術大学春日キャンパス 近年、統合医療のひとつとして鍼灸医療への関心が高まっている。本講座で
は、医師および歯科医師に鍼灸医療の現状および自学自習が困難である鍼
灸治療技術を中心に講義と実習を行い、鍼灸医療の実際について理解を深め
ることを目的とする。

参加費：7,000円（全3回、12
時間）
参加要件：医師、歯科医師
事前申込

c09その他 総務課企画・広報係
Tel:029-858-9424
Mail:gidaikoza/atmark/ad
.tsukuba-tech.ac.jp

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/social_contribution/open
_lectures.html

筑波技術大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「ろう者学セミナー」 10月～11月中 筑波技術大学天久保キャンパス 手話教育関係者を対象に、ろう者のコミュニティーと生活文化に対する知識と
理解を深める。

参加費：3,000円（5時間）
参加要件：手話教育関係者
事前申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課企画・広報係
Tel:029-858-9424
Mail:gidaikoza/atmark/ad
.tsukuba-tech.ac.jp

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/social_contribution/open
_lectures.html

筑波技術大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 <初心者のための総合CAD基礎講座>
作って学ぶCADとモデリング；3次元プリ
ンタにより立体モデル製作まで

10月中 筑波技術大学天久保キャンパス これからCAD（コンピュータによる設計製図）を学ぼうとする方々に、CADの基
本知識及び基本操作と応用を、ものつくりを通して楽しくわかりやすく指導し、
CADについてセンスと理解を深める。

参加費：4,000円（10時間）
参加要件なし
事前申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課企画・広報係
Tel:029-858-9424
Mail:gidaikoza/atmark/ad
.tsukuba-tech.ac.jp

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/social_contribution/open
_lectures.html

筑波技術大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「アンチエイジング」 10/17 筑波技術大学春日キャンパス 一般市民の方を対象に、老化、健康チェック（筋肉とバランス、全身筋量と動脈
硬化）について講義を行い、個別に運動処方を行う。

参加費：3,000円（5時間）
参加要件なし
事前申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課企画・広報係
Tel:029-858-9424
Mail:gidaikoza/atmark/ad
.tsukuba-tech.ac.jp

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/social_contribution/open
_lectures.html

筑波技術大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「あん摩マッサージを知ろう」
実施日：10/18,11/8,12/6

10/18 12/6 筑波技術大学春日キャンパス あん摩マッサージ指圧の日本での発展、治療の効果やその科学的根拠等に
ついて正しい知識と理解を促す講演を行う。また、東洋医学の考え方や現代医
学理論に基づいた自分の手で行うセルフケアの指導や講師の手によるあん摩
マッサージの実際を加える。

参加費：4,000円（全3回、9
時間）
参加要件なし
事前申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課企画・広報係
Tel:029-858-9424
Mail:gidaikoza/atmark/ad
.tsukuba-tech.ac.jp

http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/social_contribution/open
_lectures.html

筑波技術大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

天龍祭 10/30 11/1 筑波技術大学天久保キャンパス 教育研究等の活動及び，サークルなどの学生団体についての展示・発表，学
生による模擬店の出店等を行い，学内者及び学外者との交流を深める。

参加費：無料
参加要件：特になし
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

聴覚障害系支援課学生
係
Tel:029-858-9327
Fax:029-858-9335

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/

筑波技術大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

春日祭 10/31 11/1 筑波技術大学春日キャンパス 教育研究等の活動及び，サークルなどの学生団体についての展示・発表，学
生による模擬店の出店等を行い，学内者及び学外者との交流を深める。

参加費：無料
参加要件：特になし
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

視覚障害系支援課学生
係
Tel:029-858-9506,9513
Mail:gakuseik2/atmark/a

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/

宇都宮大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 宇都宮大学のチャレンジ～地域と大学
の支え合い～

12/12 栃木県教育会館大ホール 現在宇都宮大学が進めている様々な取組みの中から、「①人づくり」、「②もの
づくり」、「③地域づくり」の各部門における顕著な事例を、社会貢献あるいは地
域連携といった観点に立って広く紹介するとともに、県民各層がそれらの取り
組みをどのように受け止めているか、そして宇都宮大学に対し、今後、どのよう
なことを期待しているのか等について御意見や御提言をいただく。

参加費：無料
対象：県民、大学生、高校
生、PTA、産業経済界等

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

群馬大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

荒牧祭 11月上旬～中旬
予定

群馬大学荒牧キャンパス 荒牧祭は、毎年群馬大学荒牧キャンパスにて２日間の期間で開催していま
す。開催期間中は学生による様々な屋台や、美術作品などの展示、ダンスやミ
スコンなどのパフォーマンスも行われます。また地域バンドによるＬＩＶＥもあり、
毎年多くの方にご来場いただいています。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務部学生支援課tel:027-
220-7138
mail:gsien1/atmark/jimu.gun
ma-u.ac.jp

http://www.gunma-u.ac.jp/

群馬大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 平成２７年度高校生に対する授業聴講 10/1 10/31 教育学部講義棟 群馬大学教育学部では、高等学校の上級学校体験学習等に対応するため
に、本学学生に対して行われている通常授業を高校生に開放している。

参加費：無料
事前申込必要

c02高校生 教育学部教務係
Tel:027-220-7223
Mail:kk-
kyoiku2/atmark/jimu.gun
ma-u.ac.jp

http://www.edu.gunma-
u.ac.jp/nyusi/gakujugyou/

群馬大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 問題発見・解決につながる発想のコツ 10/2 前橋市街地(まちなかキャンパス) 複雑化する経営環境では，顧客のニーズを先取りした事業の企画や仕事の進
め方の改善などが求められます。本講座は，日々の仕事を多角的に眺めて問
題（事業のネタ）を発見し解決する発想のコツを演習形式で学んでいきます。

受講料：無料
募集人数等：約15人
申込期限：未定

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

前橋商工会議所商業振
興課
TEL:027-234-5109
（※商工会議所とのとの
連携講座のため申込先
は商工会議所）

http://www.gunma-
u.ac.jp/research/res003/g1956

群馬大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 社会起業家特論（ビジネスプラン策定
スキル）

10/22 12/10 群馬大学
社会情報学部106講義室（荒牧キャ
ンパス）及びサテライト高崎

マネジメント能力を有した社会貢献型企業やNPO を群馬に数多く創出するべ
く，戦略，組織，コントロール，マーケティング，財務，交渉等に関する基本的知
識や経営スキルを身に付けた上で，事業のプランニングと実行ができる「社会
起業家（ソーシャル・アントレプレナー）」的知識を身に付けることを目指しま
す。

受講料：9,200円
募集人数等：約20人
申込期限：10月9日

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究推進部産学・地域連
携係
TEL:027-220-7544
kouza/atmark/jimu.gunm
a-u.ac.jp

http://www.gunma-
u.ac.jp/research/res003/g1956

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/#
http://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/#
http://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/#
http://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/#
http://www.gunma-u.ac.jp/#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
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群馬大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 「 詩のこころを聴く　Vol.1 ～ 2」　～萩
原朔太郎と 星野富弘の音宇宙～

10/24 10/25 前橋文学館ホール Vol.1は群馬県出身の詩人“萩原朔太郎”，Vol.2は同じく“星野富弘”の詩から
生まれた日本歌曲を取り上げ，各詩人，詩作についての解説を織り交ぜなが
ら，日本歌曲のスペシャリスト，ソプラノの佐藤貴子，バリトンの猿谷友規がそ
の詩作による歌曲を歌います。また唱歌的な曲をみなさんとともに歌います。

受講料：5,200円
募集人数等：約100人
申込期限：10月9日

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究推進部産学・地域連
携係
TEL:027-220-7544
kouza/atmark/jimu.gunm
a-u.ac.jp

http://www.gunma-
u.ac.jp/research/res003/g1956

群馬大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 集団の認知の社会心理学 10/30 大学会館ミューズホール(荒牧キャ
ンパス)

言語と文化，および集団に関わる研究の第1人者である唐沢穣先生（名古屋大
学教授）をお迎えし，社会心理学の立場から，集団の認知にまつわる心理につ
いて分かりやすくお話しいただきます。
一般の市民の皆さんには，社会情報学部の学生さんたちの中に入って一緒に
学んでもらうことになります。

受講料：無料
募集人数等：約50人
申込期限：10月16日

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究推進部産学・地域連
携係
TEL:027-220-7544
kouza/atmark/jimu.gunm
a-u.ac.jp

http://www.gunma-
u.ac.jp/research/res003/g1956

群馬大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 細菌とウイルス ～人に病気を起こす病
原体、違いわかりますか？～

11/13 前橋市街地(まちなかキャンパス) 市民の方を対象に、様々な病気を引き起こす病原体である「細菌」や「ウイル
ス」とは「何か」、「どのようにして病気を起こすのか」そして「今、何が問題となっ
ているか」を平易に解説する予定です。

受講料：無料
募集人数等：約50人
申込期限：未定

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

前橋商工会議所商業振
興課
TEL:027-234-5109
（※商工会議所とのとの
連携講座のため申込先
は商工会議所）

http://www.gunma-
u.ac.jp/research/res003/g1956

群馬大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 高等学校等への模擬授業・大学説明会
（医学部医学科，医学部保健学科）

10/1 11/30 実施申込みのあった高等学校等，
医学部保健学科

本学部の特長や教育内容及び入学試験に関する理解を一層深めてもらうた
め、申込みのあった高等学校等で実施するもの。

参加費：無料
ファックスで事前申込みが
必要

c02高校生 昭和地区事務部学務課入
学試験係
Tel:027-220-8910（医学
科），027-220-8909（保健学

医学科：http://www.med.gunma-u.ac.jp
保健学科：http://www.health.gunma-
u.ac.jp

群馬大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 高校生のための医学部保健学科授業
見学

10/1 11/30 医学部保健学科 高校生が自分の将来を考え進路決定の際の参考とできるよう、医学部保健学
科の授業・実習の一部を見学できるもの。

参加費：無料
ファックスで事前申込みが
必要

c02高校生 昭和地区事務部学務課
入学試験係
Tel:027-220-8909

http://www.health.gunma-u.ac.jp

群馬大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

群桐祭 10/16 10/18 群馬大学理工学部
(桐生キャンパス）

理工学部における学園祭であり、学生と地域住民の交流・連携の輪をさらに大
きく広げる機会であります。また，学生にとっても，専門知識，企画力，行動力
及び人をひきつける人間力などを育むことができ，魅力ある人材を育成する大
変有意義な行事でもあります。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

理工学部学生支援係
TEL:0277-30-1042

http://www.st.gunma-u.ac.jp/

https://twitter.com/guntohfes

群馬大学 a08その他 b06地域社会貢献 テクノドリームツアー2015 10/17 群馬大学理工学部
(桐生キャンパス）

小さな子どもから大人まで楽しめる理科体験アトラクションを多数取り揃えた，
年に１日限りの理科テーマパークです。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

理工学部庶務係
TEL:0277-30-1011

http://www.tech.gunma-
u.ac.jp/KogakuClub/index.html

群馬大学 a08その他 b06地域社会貢献 クラシックカーフェスティバルin桐生 11/1 群馬大学理工学部(桐生キャンパ
ス）

全国各地から数多くの懐かしい名車を集め、展示等を行うイベントです。毎年１
万人を超える来場者があります。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

クラシックカーフェスティ
バル実行委員会
電話：0277-45-1201
FAX：0277-45-1206
email：y-
tsunoda/atmark/kiryucci.
or.jp
理工学部庶務係
TEL:0277-30-1002

http://www.kiryucci.or.jp/ccf/kaisa
i.htm

群馬大学 a08その他 b06地域社会貢献 アルゴリズムで脳を鍛えよう！
数理パズルでアハ体験！

11月上旬の１日
（予定）

群馬大学理工学部(桐生キャンパ
ス）

小学校高学年を対象とした、算数について楽しく学べるパズルゲーム等を体験
できます。

参加費無料
事前申込要

c03小・中学生 群馬大学理工学部
電子情報部門
TEL：0277-30-1830

http://www.tech.gunma-
u.ac.jp/KogakuClub/index.html

埼玉大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 埼玉大学連続市民講座part6
「過去から見える、埼玉の未来」
第1回「弥生時代のガラス交易と関東地
方」

6/6 埼玉大学全学講義棟1号館3階1-
301講義室

本学における研究成果の一端を市民のみなさんに紹介しながら、豊かな地域
づくりのお役に立ちたいという目的で始まりました。今回の講座では、アンケー
ト調査をもとに、みなさんの要望が高かった「歴史」について、さまざまな角度
から考えて行きます。    （全4回のうち、第1回）

受講料：無料
事前申し込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課
Tel:048-858-3927･3005

http://www.saitama-
u.ac.jp/society/saitama6.html

埼玉大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 埼玉大学連続市民講座part6
「過去から見える、埼玉の未来」
第2回「渋沢栄一が目指した企業と社会
－近代化１５０年に向けて－」

6/27 埼玉大学全学講義棟1号館3階1-
301講義室

本学における研究成果の一端を市民のみなさんに紹介しながら、豊かな地域
づくりのお役に立ちたいという目的で始まりました。今回の講座では、アンケー
ト調査をもとに、みなさんの要望が高かった「歴史」について、さまざまな角度
から考えて行きます。    （全4回のうち、第2回）

受講料：無料
事前申し込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課
Tel:048-858-3927･3005

http://www.saitama-
u.ac.jp/society/saitama6.html

埼玉大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 埼玉大学連続市民講座part6
「過去から見える、埼玉の未来」
第3回「武蔵武士と源平内乱の時代－
畠山重能・重忠父子と源氏・平氏－」

7/18 埼玉大学全学講義棟1号館3階1-
301講義室

本学における研究成果の一端を市民のみなさんに紹介しながら、豊かな地域
づくりのお役に立ちたいという目的で始まりました。今回の講座では、アンケー
ト調査をもとに、みなさんの要望が高かった「歴史」について、さまざまな角度
から考えて行きます。    （全4回のうち、第3回）

受講料：無料
事前申し込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課
Tel:048-858-3927･3005

http://www.saitama-
u.ac.jp/society/saitama6.html

埼玉大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 埼玉大学連続市民講座part6
「過去から見える、埼玉の未来」
第4回「景観に刻まれた技術足跡」

8/8 埼玉大学全学講義棟1号館3階1-
301講義室

本学における研究成果の一端を市民のみなさんに紹介しながら、豊かな地域
づくりのお役に立ちたいという目的で始まりました。今回の講座では、アンケー
ト調査をもとに、みなさんの要望が高かった「歴史」について、さまざまな角度
から考えて行きます。    （全4回のうち、第4回）

受講料：無料
事前申し込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課
Tel:048-858-3927･3005

http://www.saitama-
u.ac.jp/society/saitama6.html

千葉大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 進学相談コーナー 11/1 千葉大学園芸学部E棟２階合同講
義室

園芸学部の学生及び教員による個別相談会を実施する。

注：実施期間は，変更する可能性があるので，園芸学部HPにて事前に日程を
確認の上，来場してください。

参加費：無料
事前申込不要

c02高校生 千葉大学園芸学部学務
係
047-308-8712
zag8712/atmark/office.c

http://www.h.chiba-u.jp/

千葉大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 日本語の隣人たち 11/1 千葉大学人文社会科学系総合研
究棟２階
マルチメディア会議室

日本語の最も近い隣人であるアイヌ語、中国の少数言語であり日本の西南方
面の隣人であるミャオ語、北方の隣人であるカムチャッカ半島のイテリメン語を
中心に、日本列島がいかに多様な言語に取り囲まれてきたかについて、現地
の映像資料や現地録音した音声資料などをふんだんに使って紹介する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

千葉大学人文社会科学系
事務部学部学務グループ
Tel:043-290-2350
Mail：
bhgakumu/atmark/office.chi
ba-u.jp

http://www.l.chiba-u.ac.jp/

千葉大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 看護とエビデンス―なぜそれが必要
か？

10/18 千葉大学看護・医薬総合研究棟
第二講義室

次世代を担う若者たちに対して、世の中で話題になるようなさまざまな健康情
報を科学的に解き明かし、思春期特有の感性と能力を発揮して、身近な暮らし
を科学する知性を磨くことを狙いとする。さらには、このように科学的に情報を
読み解く面白さを体験してもらい、看護学の可能性を伝える機会にする。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

千葉大学看護学部学務
係　公開講座担当
TEL:043-226-2453
FAX：043-226-2382

http://www.n.chiba-u.jp/

千葉大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 看護とエビデンス―専門職連携実践
（Interprofessional Work:IPW)とエビデン
ス

10/18 千葉大学看護・医薬総合研究棟
第二講義室

現代医療が高度化複雑化するなか、専門職連携は必須であり、千葉大学大学
院看護学研究科は附属専門職連携教育研究センターを設置し、国内初の医
療系専門職連携研究拠点となった。本講座では、異なる領域の専門職者の活
動を尊重するために、専門領域の活動の根拠を明示し、相互理解を促進する
実践について紹介する。

参加費：2千円
事前申込必要

c09その他 千葉大学看護学部学務
係　公開講座担当
TEL:043-226-2453
FAX：043-226-2382

http://www.n.chiba-u.jp/

千葉大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 千葉大学理学部公開講座「生命現象の
謎を分子レベルで解き明かす」

11/15 千葉大学理学部１号館１階 大講義
室

全ての細胞は、精子と卵子から受け継いだ同一の遺伝情報を細胞核に収納し
て、細胞ごとに異なる遺伝子を秩序立てて発現する。その過程はいかなるもの
なのか？iPS細胞の樹立にも繋がった、個体発生・分化そして維持の仕組みを
分子のレベルで分かりやすく講義する。

参加費：無料
事前申込必要＜受付期間：
10月1日（木）～14日（水）＞
詳細な手続きについては、
右記URL掲載のポスターに
て事前にご確認ください。
（千葉大学理学部HPに掲
載されている標記公開講座
ポスターのURLです。）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

千葉大学理学部学務係
Tel:043-290-2880
Mail:iad2880/atmark/offi
ce.chiba-u.jp

http://www.s.chiba-
u.ac.jp/Publicity/kouza/kouza201511
15.pdf

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1956#
http://www.health.gunma-u.ac.jp/#
http://www.kiryucci.or.jp/ccf/kaisai.htm#
http://www.kiryucci.or.jp/ccf/kaisai.htm#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.saitama-u.ac.jp/society/saitama6.html#
http://www.h.chiba-u.jp/#
http://www.l.chiba-u.ac.jp/#
http://www.s.chiba-u.ac.jp/Publicity/kouza/kouza20151115.pdf#
http://www.s.chiba-u.ac.jp/Publicity/kouza/kouza20151115.pdf#
http://www.s.chiba-u.ac.jp/Publicity/kouza/kouza20151115.pdf#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

千葉大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

千葉大学東日本大震災に係る被災地
支援ボランティア事業

8/1 11/1 千葉大学西千葉キャンパス 千葉大学では、学生が主体的に行う各種ボランティア活動を中心とした被災地
の救援・復興支援活動を実施している。また、活動の一環として、大学祭（本年
度は、10/29-11/1予定）での地域住民などを対象とした東日本大震災におけ
る被災地の状況や支援活動に関するパネル展示や説明・解説を行ない大学を
起点とした防災や復興に関する幅広い活動を行っている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援課学生支援係
内：4188
fureainowa-
gssc/atmark/office.chiba
-u.jp

http://www.chiba-
u.ac.jp/volunteer-
center/index.html
(掲載予定）

横浜国立大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

横浜国立大学　常盤祭 10/31 11/2 横浜国立大学常盤台キャンパス 秋学期に実施されるメインの学園祭：各課外活動団体（約１６０団体）による、
飲食模擬店、講演会、演劇、音楽演奏、映画等上映、ダンス、ミスコンテスト、タ
レント出演等のイベント

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大学祭実行委員会
ynu_fes/atmark/yahoo.co
.jp

http://www.ynu-
fes.com/contact.html

横浜国立大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第10回横浜国立大学ホームカミング
デー

10/31 横浜国立大学　　　　　　　　常盤台
キャンパス

・一般市民、卒業生を対象にした「講演会・シンポジウム」の実施
・大学卒業生によるコンサートの実施
・地域住民参加のスポーツの実施

参加費：無料 c08卒業・修了生 ホームカミングデー事務
局　045-339-3158

http://homecoming.ynu.ac.jp/

総合研究大学院大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 学術講演会
講演1「ニモはパパと会えるのか？-社
会の中『科学』を考える」生命共生体進
化学専攻　助教　水島　希
講演2「アフリカから世界へ-人の移動と
心の進化-」特別研究員　藤戸　尚子

11/3 総合研究大学院大学葉山キャンパ
ス

地域社会との交流を深めるとともに、科学の新しい流れを創造する「生命・進
化」に関連した研究の最前線を広く一般の方々に伝え、理解していただくことを
目的として、毎年11月3日（文化の日）に葉山キャンパスにおいて、開催してい
る。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総合研究大学院大学先
導科学研究科事務係
tel:046-858-1595
mail:hayamajimu/atmark/
ml.soken.ac.jp

http://www.soken.ac.jp/event/201
51103/

新潟大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 オープンキャンパス等 8/10（月） 8/11（火） 新潟大学五十嵐キャンパス及び旭
町キャンパス

在学生によるキャンパスツアー，大学生との交流コーナー，各学部等の概要説
明，入試説明，模擬講義など
※旭町キャンパスの医学部医学科，歯学部は8月10日（月）のみ開催

参加費：無料
要事前申込（ホームページ
から申し込んでください）

c02高校生 新潟大学学務部入試課
Tel:025-262-6237

http://www.niigata-
u.ac.jp/opencampus/

新潟大学 a06大学祭等 b11その他 新大祭 10/17（土） 10/18（日） 新潟大学五十嵐キャンパス ミュージシャンによるコンサート，お笑い芸人によるライブ，プリンセスコンテス
ト，学生サークルによるステージ発表，模擬店など（予定）

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

新潟大学学務部学生支
援課
Tel:025-262-7506

http://www.niigata-u.ac.jp/

新潟大学 a08その他 b06地域社会貢献 新潟大学Week2015 10/17（土）（予
定）

10/25（日）（予
定）

新潟大学ほか キャンパスツアー，音楽会，研究紹介，体験イベント，地域アート発表，講演
会，シンポジウムなど（予定）

参加費：無料
事前申込不要
（一部のイベント等で有料，
要申込あり）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

新潟大学広報室
Tel:025-262-7000

http://www.niigata-
u.ac.jp/index.html

長岡技術科学大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 水分析よもやま話
〜環境中の超微量イオンの世界〜

10/3 長岡市中央公民館（さいわいプラ
ザ）
4階大ホール

私たちを取り巻く水、生活に欠かせない水には多くの元素がイオンの形で溶け
込んでいる。ミネラルウォーターに大量に含まれている、ナトリウム、カリウム、
カルシウムイオンなど以外にも“痕跡量”しか含まれない、しかし地球規模の気
候変動に関わるものや人の健康を大きく左右するイオンがある。鉄、水銀、カド
ミウム、鉛、ヒ素、フッ素等の例を分析手法と共に紹介する。

参加費：資料代200円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

産学・地域連携課
TEL:0258-47-9278
mail:sangaku/atmark/jco
m.nagaokaut.ac.jp

http://www.nagaokaut.ac.jp

長岡技術科学大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 振動を感じる
～地震計からスマホまで～

10/10 長岡市中央公民館（さいわいプラ
ザ）4階大ホール

車のエアーバック、スマートフォン（スマホ）などの端末機器、ゲーム機などにも
多く使われている振動や動きを検出するしくみ。これらは、どのようなしくみで振
動を測るのだろうか。本講座では、身近になった様々な振動測定のシステムや
電子素子の原理と利用法について紹介する。

参加費：資料代200円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

産学・地域連携課
TEL:0258-47-9278
mail:sangaku/atmark/jco
m.nagaokaut.ac.jp

http://www.nagaokaut.ac.jp

上越教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 声と身体のワークショップ
～日本語を声で表現する手法～

9/5 10/10 上越市立高田図書館
第１会議室
（新潟県上越市本城町８－３０）

　「声」は「身体」から発せられます。さまざまな「声」を駆使するためには，さま
ざまな「身体」の使い方との同期が大切です。この講座では，自分自身の多様
な「声」を調整するために，どのように己れの「身体」を制御すればよいかを実
践的に学んでいきます。自由な声を出すための呼吸法から始まり，環境や場
面に合わせた声量や声質の調節のしかた，感情や論理を「声」に乗せるため
の技法を，演劇的手法も取り入れながら楽しく学びます。

講習料
　高校生以下　3,100円
　市民一般・現職教員
6,200円
申込み受付期間
　7/30（木）～8/21（金）
　先着順

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

上越教育大学
研究連携課
℡:025-521-3665
Mail：
chiiki/atmark/juen.ac.jp

http://www.juen.ac.jp/050about/06
0renkei/010lecture/public/index.ht
ml

上越教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 遺伝の仕組み 10/6 11/16 上越教育大学
自然棟４階植物分類系統実験室
（新潟県上越市山屋敷町１）

　カエルの子はカエルと言いますが，それは当たり前のこと，別に不思議に思
われないかもしれませんね。でも，当たり前のことがどうして起こるのか，その
仕組みである遺伝現象について学んでみませんか。中学校で学ぶメンデルの
遺伝の法則から，親から子に伝わる遺伝子の本体「DNA」の性質と働きまで，
簡単な実験や，最近の関係事例紹介（DNA鑑定，PCR検査等）も行って平易に
解説します。

講習料
　高校生　3,600円
　市民一般・現職教員
7,200円
申込み受付期間
　9/1（火）～9/18（金）
　先着順

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

上越教育大学研究連携
課
℡:025-521-3665
Mail：
chiiki/atmark/juen.ac.jp

http://www.juen.ac.jp/050about/06
0renkei/010lecture/public/index.ht
ml

上越教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 理科野外観察指導実習Ｉ（星の一日） 10/10 10/11 星のふるさと館
（新潟県上越市清里区青柳３４３６
－２）

　１泊２日の日程で星の観測実習を行います。小学校3年，４年，６年の理科及
び中学校理科第２分野の天文単元に出てくる，太陽，月，星座の日周運動及
び星の観測の指導に適した季節，場所，方法等について，実際に観測しながら
学びます。

講習料
　市民一般・現職教員
7,200円
　※講習料とは別に，宿泊
費等として， 5,000円程度を
受講当日にご負担いただき
ます。
申込み受付期間
　9／11（金）～9／28（月）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

上越教育大学研究連携
課
℡:025-521-3665
Mail：
chiiki/atmark/juen.ac.jp

http://www.juen.ac.jp/050about/06
0renkei/010lecture/public/index.ht
ml

上越教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 出前講座 未定 大学教員が依頼先に出向きます。 　上越教育大学では，地域の教育関係機関，市民団体及び企業等の求めに
応じて，大学教員が出向して講義等を行う「出前講座」を実施しております。
　出前講座は，大学の教育と研究の成果を広く地域社会に還元するための地
域貢献活動の一環として行われている事業です。平成2７年度は，５９講座を開
講します。学校での体験学習やキャリア教育の一環として，現職教員の方々の
研修会として，また地域の方々の生涯学習の機会等としてお役立ていただけ
るよう，幅広いテーマをご用意しております。

　講習料（１講座につき
20,000円）と講師旅費（実
費）の２種類の費用をご負
担ください。
　ただし，講習料は新潟県，
富山県及び長野県の地域
諸学校の学校長からのお
申込みの場合には必要あ
りません。また講師旅費
は，実施会場が平成17年

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

上越教育大学研究連携
課
℡:025-521-3665
Mail：
chiiki/atmark/juen.ac.jp

http://www.juen.ac.jp/050about/06
0renkei/010lecture/delivlec/index.
html

上越教育大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 教職員のための自主セミナー 未定 上越教育大学学校教育実践研究
センター
（新潟県上越市西城町１－７－２）

　ＩＣＴ機器活用，学習に困難を示す子どもへの支援など学校現場の課題に即
した様々なセミナーを原則毎週水曜日の夜に実施しています。
　学校教職員や教員を目指す人のための自主参加型セミナーです。講師も受
講者も自主的に集まることを原則としており，外部講師を招いて実施する事も
ありますが，学校現場の先生が講師の気軽なセミナーもあります。多くの方に
受講いただけるよう，多様なテーマを用意しています。

講習料：無料 c07教育機関関係者 上越教育大学学校教育
実践研究センター
℡:025-525-9147
Mail：
infoeduc/atmark/juen.ac.
jp

http://www.educ.juen.ac.jp/

上越教育大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

越秋祭 10/31 11/1 上越教育大学 大学祭実行委員会が企画し，実施している。各サークル等によるステージライ
ブ，模擬店，教室での展示発表等が行われる。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援課
Tel:025-521-3283

http://www.juen.ac.jp

山梨大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 連続市民講座(全10回)
第6回　廃棄物を通して環境と資源を考
える

10/17 山梨大学甲府東キャンパスＡ2-21 私たちの様々な活動に伴い廃棄物が発生します。これを適正に管理すること
は環境保全と資源保護を両立させる、すなわち循環型社会を構築する上で不
可欠です。本講義では、廃棄物管理の基本について解説した後、身近な題材
を例として市民の立場で何ができるかを考えます。

参加費：無料
一般市民、学生を対象と
し、事前に電子メール、往
復ハガキまたはＦＡＸにて申
込み(当日参加可)。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

「山梨大学教務課公開講
座担当」
Tel 055-220-8043
koukai-
kouza/atmark/yamanashi
.ac.jp

http://www4.yamanashi.ac.jp/modules
/extension_courses/

山梨大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 連続市民講座(全10回)
第7回　健康づくりはまちづくり
～人と人とのつながりが命を守る～

11/14 山梨大学甲府東キャンパスＡ2-21 ソーシャル・キャピタルは地域における人と人とのつながりや団結力で、それに
より規範や信頼関係ができることを言います。
本講座では、ソーシャル・キャピタルについて概説するとともに、健康との関わ
りや国の健康政策にどのように反映されているか、さらに、災害対策にも重要
な要素であることについてデータを示して解説します。

参加費：無料
一般市民、学生を対象と
し、事前に電子メール、往
復ハガキまたはＦＡＸにて申
込み(当日参加可)。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

「山梨大学教務課公開講
座担当」
Tel 055-220-8043
koukai-
kouza/atmark/yamanashi
.ac.jp

http://www4.yamanashi.ac.jp/modules
/extension_courses/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.ynu-fes.com/contact.html#
http://www.ynu-fes.com/contact.html#
http://www.soken.ac.jp/event/20151103/#
http://www.soken.ac.jp/event/20151103/#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/public/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/delivlec/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/delivlec/index.html#
http://www.juen.ac.jp/050about/060renkei/010lecture/delivlec/index.html#
http://www.educ.juen.ac.jp/#
http://www.juen.ac.jp/#


2016/2/8現在

開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

山梨大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

梨甲祭 10/30 11/1 山梨大学甲府キャンパス 学生がテーマを掲げ、主体的に企画し実施する学園祭。
各サークル等による展示、発表、講演、模擬店、研究室公開のほか、各種イベ
ントが行われる。（10/30は仮装パレードのみ実施し、10/31～11/1は甲府キャ
ンパスにおいて各種イベントを実施。）

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

山梨大学大学祭実行委
員会
Mail:gakusai/atmark/yam
anashi.ac.jp

山梨大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 クリスタル科学研究センター一般公開 10/31 11/1 山梨大学大学院附属クリスタル科
学研究センター

　結晶は、宝石などの宝飾品だけでなく、携帯電話等の情報通信やシリコン太
陽光発電など身近なところで利用されている。人工水晶の合成に日本で初め
て成功した山梨大学が研究開発を進めている結晶材料について、結晶の魅
力、レーザー結晶の蛍光と応用、人工水晶の合成等について研究内容を公開
することによって、本学の研究活動を広く一般に公表するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

クリスタル科学研究セン
ター事務室
Tel: 055-220-8611
Mail:
ayuzawa/atmark/yamana
shi.ac.jp

http://www.inorg.yamanashi.ac.jp

山梨大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b08市民サービス 山梨大学東京ワインセミナー 11/14 フクラシア品川クリスタルスクエア
（東京都港区）

市民を対象にして、ワインに関する一般的知識、研究の例、ワインの飲み方な
どを、科学的に説明します。山梨大学や山梨県のワインの研究者、山梨県ワイ
ン酒造組合の醸造家が講師を務め、山梨県産のトップクラスのワインを使って
の官能検査も実施されます。

参加費：2000円
参加要件：20歳以上
事前申し込みが必要
詳細は山梨大学のホーム
ページで

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

山梨大学ワイン科学研
究センター事務室
055-220-8604
wine-
edu/atmark/yamanashi.a
c.jp

http://www.wine.yamanashi.ac.jp/

信州大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

大学祭（第50回銀嶺祭） 10/31 11/1 信州大学松本キャンパス 今年の銀嶺祭のテーマは『integral』です。
このテーマは、 50回という節目を迎えるにあたり、これまでの積み重ねである
「積分」という意味と、その積み重ね及び地域との繋がり、人と人との繋がりを
今後の銀嶺祭の発展にあたり「不可分なもの」とする意味という両方の思いを
込めました。

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 銀嶺祭実行委員会
Mail：
ginrei.50th.integral/atmar
k/gmail.com

https://ja-
jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%
B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%
A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6
%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E
5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%
93%A1%E4%BC%9A/109240475929131

信州大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

大学祭（まほろば祭） 11/14 11/15 信州大学教育学部 スポーツ大会、ステージ企画（バンド、コンテスト等）、屋台　等 参加費：無料
事前申込不要
公共交通機関利用

c01大学生・大学院生 まほろば祭実行委員会 なし

信州大学 a06大学祭等 b08市民サービス 大学祭（光芒（こうぼう）祭） 10/17 10/18 信州大学工学部 工学部の施設設備を開放し，学生の教育研究やサークル活動を紹介しながら
一般の方との交流の機会を設けます。
（内容について詳細が確定次第，ホームページ上でもお知らせいたします。）

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

工学部学務グループ
Tel:026-269-5057

http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/engineering/

信州大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 オープンキャンパス 10/17 信州大学工学部 大学祭1日目にオープンキャンパスを同時に行い，工学部を知っていただくた
めの各種イベントを企画予定しています。
（内容について詳細が確定次第，ホームページ上でもお知らせいたします。）

参加費：無料 c02高校生 工学部学務グループ
Tel:026-269-5057

http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/engineering/

信州大学 a06大学祭等 b08市民サービス 大学祭（落葉松（からまつ）祭） 9/19 9/20 信州大学農学部 広大で緑豊かなキャンパスにおいて，模擬店の出店・農学部で生産された農
産物の販売，研究室発表等を行うことで学生相互・近隣住民との交流を図りま
す。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

農学部学務グループ　学
生支援担当
Tel:0265-77-1311

http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/agriculture/

信州大学 a06大学祭等 b08市民サービス 大学祭（東雲（しののめ）祭） 10/24 10/25 信州大学繊維学部 歴史ある建物と最先端の教育研究施設が並ぶ繊維学部へ，一般の方々にも
御来場いただき，学生との交流の中で広く繊維学部を知っていただきたいと存
じます。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

繊維学部学務グループ
Tel:0268-21-5500
Fax:0268-21-5318

http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/textiles/

信州大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 オープンキャンパス 10/18 信州大学繊維学部 オープンキャンパスを行います。大学生活の雰囲気を味わってください。
（内容について詳細が確定次第，ホームページ上でもお知らせいたします。）

参加費：無料 c02高校生 信州大学繊維学部入試
事務室
〒386-8567 長野県 上
田市常田 3-15-1
Tel:0268-21-5310

http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/textiles/

富山大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 民族薬物資料館の一般公開 10月下旬の1日 富山大学和漢医薬学総合研究所
民族薬物資料館

民族薬物資料館には漢方医学や中国医学、インド医学で用いられる生薬を中
心として約28,000点の生薬標本が保存・展示されている。これらの生薬標本を
一般公開すると共に、講演会を開催する。

参加費：無料
一般公開参加の事前申込
不要講演会参加の事前申
込は必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

民族薬物資料館
Tel:076-434-7150 E-
mail:
museum/atmark/inm.u-

http://www.inm.u-
toyama.ac.jp/mmmw/index-j.html

富山大学 a06大学祭等 b08市民サービス スマイルフェスティバル 11/7 11/8 富山大学
五福キャンパス

学生が主体となって約半年をかけて安全に配慮しながら企画制作した、地域
の子どもや保護者向けに数千人を大学内の会場に集めるイベントである。そこ
では、「迷路」「お菓子でのオブジェづくり」「スポーツ講座」等を提供し、いずれ
も広く地域に学生の成長した姿をアピールできる絶好の機会となっている。

参加費：無料(一部材料費
が必要）
事前申込不要

c03小・中学生 人間発達科学部総務課
Tel 076-445-6260

http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.h
tml （予定）

金沢大学 a01オープンキャ
ンパス等

b11その他 特別展(詳細未定) 9月中旬 11月中旬 金沢大学資料館 金沢大学の歴史に関する資料の展示 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

資料館
Tel：076-264-5215
Mail：
museum/atmark/adm.ka
nazawa-u.ac.jp

http://museum.kanazawa-u.ac.jp/

金沢大学 a01オープンキャ
ンパス等

b11その他 金沢大学資料館写真展「よみがえる城
内キャンパス（仮題）」

10月下旬 11月上旬 金沢城公園鶴の丸休憩所 かつて金沢大学キャンパスがあった金沢城公園で，当時の懐かしい写真を展
示する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

資料館
Tel：076-264-5215
Mail：
museum/atmark/adm.ka
nazawa-u.ac.jp

http://museum.kanazawa-u.ac.jp/

金沢大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 金沢大学理工学域「平成27年度ふれて
サイエンス＆てくてくテクノロジー」

11/1 金沢大学自然科学棟 理工学域をあげて開催する一般向けオープンキャンパスです。理学系，工学
系で行われている研究の一端を見学できるだけでなく，展示や体験コーナーを
通じて，子供から大人まで楽しんでいただく企画盛りだくさんの行事です。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

理工系事務部総務課総
務係
Tel：076-234-6821
Mail:s-
somu/atmark/adm.kanaz
awa-u.ac.jp

http://www.t.kanazawa-
u.ac.jp/collegeschool/20_se/events
/fureteku.html

金沢大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b11その他 金沢大学ステークホルダー協議会

※「大学改革シンポジウム」応募

7/11 本多の森会議室（石川県金沢市石
引4-17-1）

金沢大学は，本年度初めて，本学のステークホルダーによる「金沢大学ステー
クホルダー協議会」を設置・開催する。本協議会は，本学の教育，研究，運営
状況等を報告するとともに，大学への意見や要望等を求め，それを今後の大
学運営に反映させることを目的とする。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部総務課総務係
Tel:076-264-5010
Mail:glsomu/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

金沢大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第８回金沢大学未来開拓研究公開シン
ポジウム

10/10 一橋講堂2階　中会議場　（東京都
千代田区一ツ橋2-1-2）

本学は，「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」を大学憲章に掲げ，地
球規模で遭遇する現代社会の課題に立ち向かうべく，先進的・独創的な研究
にかかる国際的な研究拠点の形成を目指しています。本シンポジウムでは，
理工研究域が誇る最先端の研究成果と今後の展望について，わかりやすく紹
介します。

参加料：無料
事前申込み必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部総務課総務係
Tel:076-264-5010
Mail:glsomu/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

金沢大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 北陸4大学まちなかセミナー 10/24 金沢大学サテライト・プラザ 地域の皆さんの多様な生涯学習ニーズに応えるべく、北陸地区の国立大学法
人４大学が連携し、毎年、北陸３県の各会場にて「知」との出会いの場を提供し
ているセミナーで，2003年度から毎年開催。
今年度、金沢大学では「大学における工学と医学とのコラボレーション」をテー
マに実施する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携推進室
Tel:076-264-5271
Mail:kaihou/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

金沢大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 中央区との連携による市民講座
金沢を知る ～受け継がれる伝統と新し
い風～

11/14 12/12 中央区築地社会教育会館 中央区の区民カレッジで連携講座を実施。
金沢の歴史的建造物を活かしたまちづくり、金沢の文化、さらに留学生が学ぶ
金沢など、いろいろな角度から「金沢」についてご紹介する。

参加料：1,200円
中央区在住・在勤・在学者
事前申込要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域連携推進室
Tel:076-264-5271
Mail:kaihou/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

金沢大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 金沢大学医学展 10/31 11/1 金沢大学宝町キャンパス 模擬病院，病院見学ツアー，人体迷路企画，学生応援企画等の体験を通し
て，.「医学」や「医薬保健学域」を身近に感じてもらうことなどを目的として開催
する。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医薬保健系事務部学生
課
076-265-2811

金沢大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

金大祭 11/1 11/3 金沢大学角間キャンパス 大学祭として、模擬店・講演会・展示発表・ライブ・映画上映等を企画。また、開
催前には金沢市中心部の片町周辺で一般の方への広報としてパレードを行
う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生部学生支援課
tel:076-264-5166
mail:soudan/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

http://ghp.adm.kanazawa-
u.ac.jp/archives/746.html

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

https://ja-jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/109240475929131#
https://ja-jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/109240475929131#
https://ja-jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/109240475929131#
https://ja-jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/109240475929131#
https://ja-jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/109240475929131#
https://ja-jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/109240475929131#
https://ja-jp.facebook.com/pages/2015%E5%B9%B4%E7%AC%AC50%E5%9B%9E%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%8A%80%E5%B6%BA%E7%A5%AD%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/109240475929131#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/#
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/#
http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html （予定）#
http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html （予定）#
http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html （予定）#
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金沢大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第9回金沢大学ホームカミングデイ 11/1 金沢大学角間キャンパス（自然科
学大講義棟ほか）

本学の卒業生・修了生をご招待し，金沢大学の“今”をご覧いただくもの。「歓
迎式典（学長歓迎挨拶，記念講演等）」，「懇親交流会」を行う。

対象：卒業生
参加費：無料

c08卒業・修了生 学友支援室
Tel:076-264-5081
Mail:gakuyu/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

http://www.adm.kanazawa-
u.ac.jp/ad_gakuyu/index.html

金沢大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第4回留学生ホームカミングデイ 11/1（予定） 未定 留学生同窓生との交流を深めるとともに，日々刻々発展しつつある現在の金
沢大学を案内し,併せて旧交を温めてもらい，さらに留学生同窓生と永続的に
連絡が取り合える同窓会海外支部体制整備に繋げることを目的として、開催
するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c08卒業・修了生 国際機構支援室
Tel: 076-264-5245
kokukou/atmark/adm.ka
nazawa-u.ac.jp

金沢大学 a08その他 b06地域社会貢献 第4回金沢大学附属図書館ECO学習コ
ンクール表彰式

10月下旬 金沢大学自然科学系図書館 環境関連の図書館資料の活用を通じた地域貢献を行うため，石川県内の小中
学生を対象に実施する，環境問題をテーマとした調査や実践の結果について
のコンクール。実施に当たっては，石川県教育委員会，金沢市教育委員会の
後援を受ける予定。

参加料：無料
各学校を通じて応募

c03小・中学生 附属図書館情報企画課
総務係
Tel:076-264-5200
Mail:insomu/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

金沢大学 a08その他 b11その他 附属図書館ブックリユース市 11月中旬 金沢大学附属図書館 図書館蔵書のうち，消耗品で重複により不用となった廃棄予定図書や個人か
ら提供された図書の再利用を目的として，無償で提供するもの。

参加料：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属図書館情報企画課
総務係
Tel:076-264-5200
Mail:insomu/atmark/adm.
kanazawa-u.ac.jp

北陸先端科学技術大
学院大学

a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 JAIST-FESTIVAL2015 10/10 北陸先端科学技術大学院大学 本学が立地する地域社会との交流を促進するとともに、本学の教職員及び学
生の親睦を図ることを目的としたイベント。公開講座、研究紹介、学生サークル
による企画のほか、家族向けの科学体験講座等を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北陸先端科学技術大学
院大学　総務課総務係
Tel:0761-51-1111
Mail:daihyo/atmark/jaist.
ac.jp

後日作成

北陸先端科学技術大
学院大学

a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成２７年度北陸４大学連携まちなか
セミナー

11/8 しいのき迎賓館 地域住民の多様なニーズに応え、自己発見、自己啓蒙、相互交流を促進する
「知との出会い」の場として、住民の生涯にわたる学習活動を支援するととも
に、北陸地区の大学間連携の強化に資することを目的に、それぞれの会場で
テーマを設け、開催地以外の大学から講師を招き講演会を実施する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

北陸先端科学技術大学
院大学　総務課総務係
Tel:0761-51-1042
Mail:soumuka/atmark/jai
st.ac.jp

後日作成

福井大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 福井大学 きて みて フェア２０１５ 10/18 福井大学文京キャンパス 大学で行われている高度な教育・最先端の研究活動の一端を広く地域社会に
紹介・還元することを目的に企画実施し、地域に存在感のある大学として貢献
する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

福井大学地域貢献推進
センター
TEL　0776-27-8060
FAX　0776-27-8878
koken/atmark/ad.u-
fukui.ac.jp

http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

福井大学 a06大学祭等 b11その他 医学部暁祭 10/10 10/11 福井大学松岡キャンパス 医学部の大学祭（ステージイベント、模擬店、内部展示、医学に関する体験
コーナー、講義等）

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

松岡キャンパス学務室
TEL　0776-61-8266

未定

福井大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 日本一の原子力立地地域　福井県に
おける防災危機管理Ⅳ「東日本大震
災、福島第一原子力発電所事故から４
年、その後の原子力防災」

11月 敦賀きらめきみなと館 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から４年が経過し、原子力防災が
どのように進展しているか、これまでの本学の復興関連事業や原子力防災に
係る取組みに加え、連携している自治体・消防、福島で活動してこられた方の
活動内容や現状、及び新たな取組を紹介する。

参加費：無料
事前申込要（予定）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属国際原子力工学研
究所
TEL　0770-25-0021
FAX　0770-25-0031
Mail：skatom-
s/atmark/ad.u-

http://www.rine.u-fukui.ac.jp/

岐阜大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 岐阜大学公開講座
視る・考える・創る「形と数」の教室
－キミは数学イノベーター！－
「自分の軌跡をたどってみよう」

10/3 岐阜大学サテライトキャンパス 算数・数学や理科は、非常に興味深く面白いもので、身の回りにも、うまく活用
されています。この講座では、ユニークな先生達を協力講師に招いて、得意技
を使った活動や工作を通して、きっと楽しく「わくわく」させてくれるでしょう。算数
がもっと好きになり、知らなかった秘密や新しい発見を、楽しんでもらいたいで
す。

対象：小学校５年生～中学
校１年生程度まで
定員：40名程度
参加費：無料
事前申込要（全5回シリーズ
4回目）

c03小・中学生 教育学部総務係
Tel:058-293-2351
Mail:gjed00005/atmark/ji
m.gifu-u.ac.jp

http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐阜大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 岐阜大学公開講座
視る・考える・創る「形と数」の教室
－キミは数学イノベーター！－
「黄金の信長像の高さを測るには？」

10/10 岐阜大学サテライトキャンパス 算数・数学や理科は、非常に興味深く面白いもので、身の回りにも、うまく活用
されています。この講座では、ユニークな先生達を協力講師に招いて、得意技
を使った活動や工作を通して、きっと楽しく「わくわく」させてくれるでしょう。算数
がもっと好きになり、知らなかった秘密や新しい発見を、楽しんでもらいたいで
す。

対象：小学校５年生～中学
校１年生程度まで
定員：40名程度
参加費：無料
事前申込要（全5回シリーズ
4回目）

c03小・中学生 教育学部総務係
Tel:058-293-2351
Mail:gjed00005/atmark/ji
m.gifu-u.ac.jp

http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐阜大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 第58回 医学教育セミナーとワーク
ショップ

10/17 10/18 香川大学サンポートホール 新しい医学教育の普及と開発を目的として全国各地で年4回セミナーと
ワークショップを開催している。
第58回大会は、香川大学との共催により、医療コミュニケーション、臨床
指導者のモチベーション、心身医学教育、行動科学、キャリア支援、イン
ストラクショナルデザインなど医療教育者にとってニーズの高い研修内容
を企画する。

資料代：　2,000円
URLより事前申込必要

c07教育機関関係者 岐阜大学医学教育開発
研究センター（MEDC）
TEL：058-230-6470／
FAX：058-230-6468
E-mail：
medc/atmark/gifu-
u.ac.jp

http://www1.gifu-
u.ac.jp/~medc/seminarworkshop/inde
x.html

岐阜大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 岐阜大学公開講座
子ども紙の造形教室
「かぶりものつくり」

10/18 岐阜大学教育学部 紙には可塑性があり、試行錯誤しながら自在に形を変えたり組み合わせたり
することができる。紙は子どもたちの発想力や思考力を培うのに適した材料で
ある。大学の図工・美術科教員が紙工作の教材開発や授業研究の成果をもと
に、子どもたちが楽しく活動できるような造形講座を実施する。

対象：小中学生
定員：20名
参加費：無料
事前申込要

c03小・中学生 教育学部総務係
Tel:058-293-2351
Mail:gjed00005/atmark/ji
m.gifu-u.ac.jp

http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐阜大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 【岐阜大学重点（環境）講座】　『トリと環
境の科学』

10/24 河合塾岐阜校　71教室 『トリと環境の科学』をテーマに、トリの産卵生理と飼育環境との関連性、環境
の変化に応じて変わる卵や肉の品質、さらには野生鳥類の生理生態と環境問
題まで幅広く取り上げて講演し、トリ（鳥類）が取り巻く環境問題を科学的に理
解することの重要性を伝えることによって、本学の研究活動を広く一般に公表
するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

岐阜大学大学院連合農学
研究科
Tel:058-293-2984
Mail:renno/atmark/gifu-
u.ac.jp

http://www1.gifu-u.ac.jp/~rendai/

岐阜大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

岐大祭 10/29 11/1 岐阜大学 学部，学科，サークル等の正課研究，学術文化活動及び課外活動の祭典とし
て，それぞれの年間を通した取組の成果を学内外に発表し，地域社会と共に
考え，より発展させる機会を作る場である。また，学生が自主的に参加し，創
り，盛り上げていき，団結を強め，それを以降の活動の原動力とする場として
実施するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

岐阜大学祭全学執行委
員会

http://gidaisai.jp/

岐阜大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 岐阜大学公開講座
「小学生のための化石教室」

10/31 岐阜大学教育学部 三葉虫、アンモナイト化石を使って、地層の時代を調べたり、三葉虫やアンモ
ナイトの体のつくりを追究する学習教室を実施する。
小学生対象の講座では、化石の観察を含む探究学習を行います

対象：小学生とその保護者
定員：10組（先着順）
参加費：無料　ただし教材
費（化石：500円程度）がか
かります。
事前申込要

c03小・中学生 教育学部総務係
Tel:058-293-2351
Mail:gjed00005/atmark/ji
m.gifu-u.ac.jp

http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐阜大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 岐阜大学公開講座
「親子天文教室」

11/21 岐阜大学教育学部 本講座は、天体望遠鏡の製作と、天体観察を通じて、地球や宇宙に関する興
味・関心を高めることを目的としている。天体観察を通じて、科学技術に対する
興味・関心を高めると同時に、親子で製作や観察活動を行うことで、親子のコ
ミュニケーションを深める機会を提供するものである。

対象：小中学生とその保護
者
定員：20組（先着順）
参加費：無料　ただし教材
費（天体望遠鏡キット：2500
円）がかかります。
事前申込要

c03小・中学生 教育学部総務係
Tel:058-293-2351
Mail:gjed00005/atmark/ji
m.gifu-u.ac.jp

http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.aaa.bbb.ccc/#
http://www.rine.u-fukui.ac.jp/#
http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html#
http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html#
http://www1.gifu-u.ac.jp/~medc/seminarworkshop/index.html#
http://www1.gifu-u.ac.jp/~medc/seminarworkshop/index.html#
http://www1.gifu-u.ac.jp/~medc/seminarworkshop/index.html#
http://www1.gifu-u.ac.jp/~rendai/#
http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html#
http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html#
http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html#
http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html#
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岐阜大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 生命科学を知ろう（仮） 11/29 岐阜大学サテライトキャンパス 将来を担う学生が、生命科学研究に限らず、現場で行われている研究の成果
が、我々の日常にどのように生かされているのかを知る機会はきわめて少な
い。本講座では、学生並びに一般市民への生命科学研究の幅広い啓蒙を目
的に生命科学に関する先端科学講座として、岐阜大学で行われている先端科
学研究を分かりやすく講演し、どのように日常に生かされているのかを理解し
ていただくことを目的として開催する。

参加費：無料
事前申込：要（メール/FAX）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学術国際部
研究支援課
研究施設係
Tel:058-293-2014
Mail:gjai04004/atmark/ji
m.gifu-u.ac.jp

http://www1.gifu-u.ac.jp/~lsrc/

静岡大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス サツマイモを食べよう！～サツマイモの
収穫・調理教室～

10/31 農学部附属フィールド科学教育研
究センター

ビタミンやミネラルが豊富で健康的な食材として見直されているサツマイモをよ
く知るために、サツマイモに関する基礎知識を深め、栽培圃場で収穫作業を体
験し、収穫した芋を使って実際に調理・加工を行う。これらのことを通してサツ
マイモを身近な食材として捉え、更なる利用拡大を考えていく。

受講料：600円
要申込（定員20名）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

農学部附属地域フィール
ド科学教育研究センター
Tel:054-641-9500

静岡大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 哲学カフェ/atmark/しぞ～か 10/10 スノドカフェ七間町
（静岡市葵区七間町7-6）

生きていくなかで、他の人や物事との出会いを通して抱いた身近な疑問、社会
生活にかかわる問題、生老病死にかかわる難問を参加者で共有し、討議を通
じて共に掘り下げる。

参加費：社会人1000円
　　　　　 学生  　 500円
　　　　（コーヒー代を含む）
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

哲学カフェ/atmark/しぞ
～か
philocafe.shizuoka/atmar
k/gmail.com

http://tetsushizu.exblog.jp/

静岡大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 死生学カフェ 11/7 SOZOSYA 3階
（静岡市葵区人宿町2丁目6－10）

生きること、死にゆくこと、かけがえのないものを失うことなど 生と死にかかわ
る多様な課題について 当事者の語りに聴くという姿勢を大切にしながら 対話
を試みる。

参加費：社会人1000円
　　　　　 学生  　 500円
　　　　（コーヒー代を含む）
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

https://www.facebook.com/pages/%E
6%AD%BB%E7%94%9F%E5%AD%A6%E3%
82%AB%E3%83%95%E3%82%A7/152761
2374144015

静岡大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 第２０回テクノフェスタin浜松 11/7 11/8 静岡大学浜松キャンパス 本学の研究内容並びにその成果等を広く地域社会に公開し紹介するととも
に、次世代を担う小・中・高校生に対し、工学等の原理・現象に興味と関心を抱
かせ、近年の理工系離れに対処することを大きな目的としている。

無料
事前申込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

静岡大学工学部　事務
長補佐　芹澤
tel:053-478-1001
mail:serizawa.makoto/at
mark/shizuoka.ac.jp

http://www.shizuoka.ac.jp/festa/h_ab
out_2015.html

静岡大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 第５回キャンパスフェスタin静岡 11/14 11/15 静岡大学静岡キャンパス
「静大フェスタ」は、社会に対して静岡大学の教育・研究・社会連携活動をア
ピールし，大学への理解を深め親近感を持っていただく機会とするため，平成
20年5月創立60周年前年祭として，初めて実施しました。平成23年度からは，
静岡及び浜松の両キャンパスにて、学生が主体的に実施している「静大祭」と
同時期に、それぞれ「キャンパスフェスタin静岡」、「テクノフェスタin浜松」として
開催しています。

無料
事前申込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

静岡大学総務部広報室
Tel:054-238-5179
Mail:koho/atmark/adb.shi
zuoka.ac.jp

http://www.shizuoka.ac.jp/festa/s_ab
out_2015.html

静岡大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 静岡大学アジアブリッジプログラムと企
業が求める人材像について考える

11/30 ホテルアソシア静岡
平成２７年度始動の「アジアブリッジプログラム」を軸に、地域企業等の国際展
開と連携した留学生の受け入れや日本人学生の海外派遣推進を目指す教育
プログラム、また企業が求める人材像との連携について、海外大学および県
内企業から招く講演者と学内関係者とともに検討し、アジアブリッジプログラム
の今後の展開の方向性を地域とともに構築していく。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

浜松医科大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

医大祭2015 10/31 11/1 浜松医科大学 講義実習棟、福利
棟他

医学、医療に関する展示、講演会、その他バザー、模擬店などを開催。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

浜松医科大学学務課学
生支援係
TEL:053-435-2202

http://www.hama.med.ac.jp

浜松医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 浜松医科大学公開講座2015「笑顔で生
きる！～心も体も健やかに～」第5回

10/24 アクトシティ浜松　中ホール（ＪＲ浜
松駅北口）

医療・健康に関するテーマで毎年4月から1月にかけて全7回開講。
第5回目は、「笑顔で生きるための腎臓メンテナンス法」（講師：浜松医科大学
医学部附属病院第一内科　安田日出夫講師）、「地域で支えあおう！にこやか
に年を重ねる超高齢社会」（講師：浜松医科大学　臨床看護学（老年看護学）
講座・倉田貞美講師）

参加費：6,930円（全7回）
ただし高校生は無料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

静岡新聞社・静岡放送
浜松総局「浜松医科大学
公開講座」係
TEL:053-455-4100

http://www.at-
s.com/event/detail/1174172766.ht
ml

浜松医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 浜松医科大学公開講座2015「笑顔で生
きる！～心も体も健やかに～」第6回

11/14 アクトシティ浜松　中ホール（ＪＲ浜
松駅北口）

医療・健康に関するテーマで毎年4月から1月にかけて全7回開講。
第6回目は、「笑顔で生きるためのよい呼吸、よい循環～産婦人科医の視点か
ら～」（講師：浜松医科大学　産婦人科学講座・金山尚裕教授）、「大人の生涯
学習 ～夢のある自分づくり～」（講師：女優、ヘルスケアカウンセラー・石井苗
子さん）

参加費：6,930円（全7回）
ただし高校生は無料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

静岡新聞社・静岡放送
浜松総局「浜松医科大学
公開講座」係
TEL:053-455-4100

http://www.at-
s.com/event/detail/1174172766.ht
ml

名古屋大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 あいちサイエンスフェスティバル2015 9/19 11/3 愛知県全域および周辺地域 愛知県および周辺地域において、サイエンスやものづくりを気軽に楽しむ文化
を育むため、人々の交流と対話の場をつくりだすことが目的。2011年から毎年
開催し、今年5回目を迎える。名古屋大学が主催し、愛知県内外の大学・研究
機関や社会教育施設で形成する「あいちサイエンス・コミュニケーション・ネット
ワーク」の連携により開催する。

参加費や申込方法等は、
各イベントによる。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学術研究・産学官連携推
進本部　地域連携・情報
発信グループ　Tel:052-
747-6527　Maiｌ:
outreach/atmark/aip.nag
oya-u.ac.jp

https://aichi-science.jp/

名古屋工業大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 第２回女子学生のためのテクノフェスタ 10/3 10/3 名古屋工業大学 豊田工業大学との共同開催による女子学生を対象にしたオープンキャンパ
ス。10月は、本学で実施するが、特に今年度は、平成28年4月設置の新学科に
よる大学説明、模擬授業、ラボツアーを実施、また、本学の女子学生や女性教
員との懇談会を実施し、本学や理系の魅力を周知し、理系に興味のある女子
学生の獲得を図るもの。

参加費：無料
事前申込：必要（予定）

c02高校生 学務課入試室
TEL:052-735-5082
Mail:nit.nyushi/atmark/ad
m.nitech.ac.jp

http://www.nitech.ac.jp/guest/juke
nsei.html

名古屋工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 快適で安全な生活を支える科学技術 10/10 10/24 名古屋工業大学 名古屋工業大学を会場として講演と研究室見学や実習を組み合わせて、化学
材料系・都市系・機械系・電気電子系・建築系の様々な観点から、環境を守る
ための最新技術の研究の様子をわかりやすく解説するもの。

参加費：無料
申込方法：
ウェブサイト・電子メール・
郵送・ＦＡＸ・窓口のいずれ
かで申込（詳細は右記ＵＲＬ

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課学部係
Tel:052-735-5066
Mail:gakumu-
tan/atmark/adm.nitech.a
c.jp

http://www.nitech.ac.jp/course/

名古屋工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 名古屋の魅力発信　名古屋楽⑨　名古
屋・東海を舞台とした映画

10/27 10/27 イーブルなごや 最近の映画はよく名古屋・東海の人情風物をとりあげる。これを機に地元を舞
台とする映画を概括し、ゆかりある映画人を振り返りつつ、あるべき未来につ
いて想像をたくましくしたい。

参加費：無料
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

名古屋市教育委員会生
涯学習課（分室）
Tel:052-321-1571

名古屋工業大学 a05演奏会等 b09学生の課外活
動

名古屋工業大学第104回定期演奏会 10/31 10/31 青少年文化センター
アートピアホール

大学公認課外活動団体の管弦楽団による年２回開催の定期演奏会です。日
頃の練習成果を披露するもの。

参加費：有料
事前申込：必要（当日参加

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生生活課
TEL:052-735-5077

名古屋工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス プログラミング体験
～ロボットを動かすプログラムを作ろう
～

11/7 名古屋工業大学２０号館２階２０１
号室
情報工学科演習室

コンピュータの入った機器を思い通りに制御するために必要なプログラミング
の考え方を学び、ロボットを動かすプログラムを作るもの。

参加費：無料
申込方法：
ウェブサイト・電子メール・
郵送・ＦＡＸ・窓口のいずれ
かで申込（詳細は右記ＵＲＬ

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課学部係
Tel:052-735-5066
Mail:gakumu-
tan/atmark/adm.nitech.a
c.jp

http://www.nitech.ac.jp/course/

名古屋工業大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 第３回オープンキャンパス 11/7 名古屋工業大学 本学及び各学科の教育・研究活動内容や進路状況の説明を行うとともに、模
擬授業の実施、研究施設等の見学を行い、本学の特徴や魅力を周知すること
により、理系に興味をもってもらい、本学への受験生の増大を図るため。特に
今年度は、平成28年4月設置の新学科によるプログラムで実施するもの。

参加費：無料
事前申込：必要（予定）

c02高校生 学務課入試室
TEL:052-735-5082
Mail:nit.nyushi/atmark/ad
m.nitech.ac.jp

http://www.nitech.ac.jp/guest/juke
nsei.html

名古屋工業大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 第３回女子学生のためのテクノフェスタ 11/7 名古屋工業大学 豊田工業大学との共同開催による女子学生を対象にしたオープンキャンパ
ス。11月は、本学で実施するが、豊田工大、本学卒業生や在学中の本学女子
学生による講演や、本学女子学生との懇談会等を実施し、本学の紹介や理系
の魅力を周知し、理系に興味のある女子学生の獲得を図るもの。特に今年度
は、平成28年4月設置の新学科による体制で実施するもの。

参加費：無料
事前申込：必要（予定）

c02高校生 学務課入試室
TEL:052-735-5082
Mail:nit.nyushi/atmark/ad
m.nitech.ac.jp

http://www.nitech.ac.jp/guest/juke
nsei.html

名古屋工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス コンピュータサイエンス・アドベンチャー
-理論計算機科学はこんなに面白い！

11/21 名古屋工業大学１１号館２階１１２１
講義室

アルゴリズム、計算論、情報理論、暗号、人工知能、計算幾何学など理論計算
機科学における主要な内容を、現実世界における実例を通して直感的にわか
りやすく解説するもの。

参加費：無料
申込方法：
ウェブサイト・電子メール・
郵送・ＦＡＸ・窓口のいずれ
かで申込（詳細は右記ＵＲＬ

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課学部係
Tel:052-735-5066
Mail:gakumu-
tan/atmark/adm.nitech.a
c.jp

http://www.nitech.ac.jp/course/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www1.gifu-u.ac.jp/~lsrc#
http://tetsushizu.exblog.jp/#
https://www.facebook.com/pages/%E6%AD%BB%E7%94%9F%E5%AD%A6%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7/1527612374144015#
https://www.facebook.com/pages/%E6%AD%BB%E7%94%9F%E5%AD%A6%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7/1527612374144015#
https://www.facebook.com/pages/%E6%AD%BB%E7%94%9F%E5%AD%A6%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7/1527612374144015#
https://www.facebook.com/pages/%E6%AD%BB%E7%94%9F%E5%AD%A6%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7/1527612374144015#
http://www.shizuoka.ac.jp/festa/h_about_2015.html#
http://www.shizuoka.ac.jp/festa/h_about_2015.html#
http://www.shizuoka.ac.jp/festa/s_about_2015.html#
http://www.shizuoka.ac.jp/festa/s_about_2015.html#
https://aichi-science.jp/#
http://www.nitech.ac.jp/course/#
http://www.nitech.ac.jp/course/#
http://www.nitech.ac.jp/course/#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

名古屋工業大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第１回名古屋工業大学ホームカミング
ディ

11/21 名古屋工業大学構内 本学卒業生に名古屋工業大学の「今」に対する関心・関与を深めてもらい、本
学の教育・研究の向上に資する意見を吸引する場を設けるため、併せて、地
域住民に国立大学法人としての本学の教育・研究活動の内容を紹介する場と
して「名古屋工業大学帆ホームカミングディ」を実施する。

参加費：無料(懇親会のみ
有料)
事前申込：必要（当日参加
可）

c08卒業・修了生 総務課
TEL:052-735-5000

http://www.nitech.ac.jp/guest/hcd/

名古屋工業大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

名古屋工業大学第53回工大祭 11/21 11/22 名古屋工業大学構内
鶴舞公園内

大学祭を学生間や市民とのコミュニケーションの場の一つとして地域住民の理
解の下、開催し、学生生活の充実と市民との地域連帯に貢献するもの。
第53回工大祭テーマ「フェスティバる～俺はフェスティバるけどお前はどーな

参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生生活課
TEL:052-735-5077

http://www.koudaisai.com/index.php

豊橋技術科学大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 Ｊｒ．サイエンス講座 10/17 10/18 豊橋市視聴覚教育センター・同地
下資源館（愛知県豊橋市）

若年層の「理科・数学離れ」，「ものづくり離れ」対策に資するため，豊橋市教育
委員会主催の「子どものための科学展」に本学から３つの実験実習体験コー
ナーを出展し，小中学生に対し科学・技術への興味・関心を深めるための取組
を実施します。講師を務める本学教員の他，学生が助手として多数参加し，来
場者にわかりやすく解説します。

参加費：無料
事前申込不要

c03小・中学生 総務課地域連携係
TEL：0532-44-6569
Mail:chiren/atmark/office
.tut.ac.jp

http://www.sharen.tut.ac.jp/

豊橋技術科学大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 豊橋技術科学大学一般公開講座（第１
～３回）

10/30,11/6,
11/13の全３回を
予定（日程変更
の可能性あり)

豊橋技術科学大学 高校生以上の地域の方に，科学，技術，ものづくりの面白さを知っていただくた
め，初歩からリフレッシュ教育的内容まで含め，最先端の研究，成果と社会へ
の還元，技術科学と解決策，技術・製品開発などについて講義する公開講座
です。テーマについては，現在考案中です。

参加費：無料
事前申込：全３回中，１回の
みの参加も可

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課地域連携係
TEL：0532-44-6569
Mail:chiren/atmark/office
.tut.ac.jp

http://www.sharen.tut.ac.jp/

豊橋技術科学大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第３８回技科大祭 10/10 10/11 豊橋技術科学大学 模擬店，芸人公演はじめ，地域住民向けイベント各種や子供向けイベント等を
開催します。今年のテーマは「Carnival」です。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生課学生係
TEL：0532-44-6553
Mail：
gakusei/atmark/office.tu
t.ac.jp

http://sea.tut.ac.jp/

豊橋技術科学大学 a05演奏会等 b09学生の課外活
動

豊橋技術科学大学吹奏楽団　第３１回
定期演奏会

10/4 ライフポートとよはし 「地域に根ざす団」を掲げ，地域に密着した活動として演奏会を開催します。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生課学生係
TEL：0532-44-6553
Mail：
gakusei/atmark/office.tu
t.ac.jp

http://www.tut.ac.jp/

滋賀大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b04産官学連携 びわ湖環境ビジネスメッセ２０１５ 10/21 10/23 滋賀県立長浜ドーム（滋賀県長浜
市）

食と環境ビジネスゾーンにおいて『農を考える滋賀大学』という内容で出展予
定。

入場無料 c04企業関係者 学術国際課社会連携推
進係
℡:0749-27-7521

http://www.biwako-messe.com/

滋賀大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 英文法のしくみ 10/17 10/31 滋賀大学経済学部（滋賀県彦根
市）

英語の発想と日本語の発想を比較しながら、英文法のしくみについて学ぶ。
（期間中毎土曜日実施全３回）

受講料3,000円 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学術国際課社会連携推
進係
℡:0749-27-7521

http://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooperation/seminar
/open_seminar/

滋賀大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

滋大祭（大学祭） 11/7 11/8 滋賀大学彦根キャンパス（滋賀県
彦根市）

教室展示、フリーマーケット、模擬店、芸人ライブ等 参加費：無料（芸人ライブ等
を除く）
事前申込不要（フリーマー
ケット出店を除く。）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

滋大祭実行委員会
℡　0749-27-1137

http://shidaisai-official.jimdo.com/

滋賀大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

紫雅祭（大学祭） 11/7 11/8 滋賀大学大津キャンパス（滋賀県
大津市）

学祭ライブ、お笑いライブ、模擬店の出店、フリーマーケットなどの催し物（予
定）

未定 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

滋賀大学教育学部学生
センター
℡：077-537-7708

http://www.shiga-u.ac.jp/

滋賀医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 平成27年度 第5回 がん教室 10/20 滋賀医科大学医学部附属病院 「緩和ケアって知っていますか？」、「 医療用麻薬は恐くない！」をテーマに看
護師が講義を行う。

先着２０名
電話またはＥメール申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

がん相談支援センター
（077-548-3625、
gsoudan/atmark/belle.shi
ga-med.ac.jp）

http://www.shiga-
med.ac.jp/koukaiko/koza.html

滋賀医科大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

大学祭（若鮎祭） 10/24 10/25 滋賀医科大学 水上ステージでの催し、医療体験、ふれあい動物園、ソフトボール、フットサル
大会、講演会等を予定。

事前申込不要 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生課
Tel:077-548-2070

（未定）

滋賀医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 平成27年度 第4回 肝臓病教室 11/4 滋賀医科大学医学部附属病院 「脂肪肝～本当はこわい脂肪肝」をテーマに医師、看護師等が講義を行う。 先着３０名
電話申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

肝疾患相談支援センター
（077-548-2744）

http://www.shiga-
med.ac.jp/koukaiko/koza.html

滋賀医科大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 平成27年度 第6回 がん教室 11/10 滋賀医科大学医学部附属病院 「リンパ浮腫予防のためにできること」、「がんと上手につきあう工夫～こころの
ケアについて」をテーマに看護師が講義を行う。

先着２０名
電話またはＥメール申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

がん相談支援センター
（077-548-3625、
gsoudan/atmark/belle.shi
ga-med.ac.jp）

http://www.shiga-
med.ac.jp/koukaiko/koza.html

京都大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 京大ウィークス２０１５ 10/10 11/7 京都大学宇治キャンパスなど 北海道の研究林や桜島の火山観測所など、文字どおり北は北海道から南は
九州まで計２６か所の施設で、施設見学会や講演会、体験実験、自然観察会
など、知的好奇心を刺激する魅力がいっぱいのイベントを実施します。

参加費：必要なイベント有り
事前申込：必要なイベント
有り

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都大学総務部渉外課
渉外事業推進掛
Tel:075-753-2233
E-mail：
kinen52/atmark/mail.adm
.kyoto-u.ac.jp

http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/social/weeks/

京都大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 アトムサイエンスフェア講演会 10/17 熊取町交流センター（煉瓦館）コット
ンホール

地域住民を対象に原子炉実験所の研究紹介等に伴う講演会を行う。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都大学原子炉実験所
総務掛
Tel:072-451-2310

http://www.rri.kyoto-
u.ac.jp/public/asf/

京都大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 京都大学霊長類研究所　市民公開日 10/25 京都大学霊長類研究所 研究所の様々な研究分野についての最新研究を分かりやすく解説し、また、所
内見学を通して、研究の歴史・様子を見学していただくことにより、本研究所が
もつ教育・研究の成果を広く社会に開放し，地域社会における教育文化の向
上に資することを目的とする。

参加費：無料
事前申込要
犬山市内および近隣市町
村にお住まいの中学生以
上の方（小学校高学年は保
護者同伴なら可）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都大学霊長類研究所
総務掛
Tel: 0568-63-0512
Mail:
soumu_reichou/atmark/
mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

http://www.pri.kyoto-
u.ac.jp/index-j.html

京都大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 アトムサイエンスフェア実験教室 10/25 京都大学原子炉実験所 小中学生を対象としたイベント。実験教室、体験コーナー、展示コーナー等を
設ける。

参加費：無料
事前申込必要

c03小・中学生 京都大学原子炉実験所
総務掛
Tel:072-451-2310

http://www.rri.kyoto-
u.ac.jp/public/asf/

京都大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第10回京都大学ホームカミングデイ 11/7 京都大学百周年時計台記念館　他 「京都大学同窓会」は、学部・研究科等の同窓会および地域同窓会との連携協
力により、卒業（修了）生・元教職員・学生および教職員相互の交流・親睦の場
として平成18年から開催しています。また、一般の皆様にもご参加いただける
イベントも実施します。

参加費：無料（懇親会のみ
有料）
企画により、事前申込必要

c08卒業・修了生 京都大学同窓会事務局
TEL：075-753-2029

http://hp.alumni.kyoto-u.ac.jp/

京都教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 自転車の分解組立と整備を通した機械
工学

10/3 10/24 京都教育大学　共通実習室棟 身近な機械として自転車を取上げ、その分解組立および整備を通して、工具や
機械の基本的概念を習得するとともに、機械の動作原理や製作上の工夫など
について解説します。また、自転車に関し、日常の整備についても実践できる
ような解説をします。これらの体験によって、日常使っている自転車など簡単な
機械の修理や整備を一人で行える技術を習得します。

参加費：4,000円（全４回）
申込み期間：８月１９日～９
月２日

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都教育大学
総務・企画課
Tel:075-644-8121
Mail:kouhou/atmark/kyok
yo-u.ac.jp

http://www.kyokyo-
u.ac.jp/event/koukaikouza/

京都教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 楽焼表現の可能性を探る 10/10 11/28 京都教育大学　立体加工共通実習
室

即興性の高いアメリカン・ラクの技法を用いて、楽焼表現の可能性を探る講座
です。

参加費：5,000円（全５回）
申込み期間：８月１９日～９
月２日

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都教育大学
総務・企画課
Tel:075-644-8121
Mail:kouhou/atmark/kyok
yo-u.ac.jp

http://www.kyokyo-
u.ac.jp/event/koukaikouza/

京都教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成２７年度　京都教育大学公開講演
会
シリーズ「不思議の国の庭園—日本の
庭再発見」第２回

11月予定 京都教育大学　藤森キャンパス 京都教育大学では１１月に一般市民、教職員、学生を対象とした公開講演会を
開催する予定です。
今年度は『不思議の国の庭園—日本の庭再発見』をテーマに全３回が予定され
ており、その２回目にあたる今回は、総合地球環境学研究所エマニュエル・マ
レス氏に「縁側から庭へ（仮題）」としてご講演いただく予定です。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都教育大学
総務・企画課
Tel:075-644-8121
Mail:kouhou/atmark/kyok
yo-u.ac.jp

http://www.kyokyo-
u.ac.jp/event/kouenkai/

京都教育大学 a08その他 b11その他 ２０１５年度秋季企画展　「摂家二条家
の江戸時代～京都教育大学所蔵二条
家文書を読み解く～」

11/14 12/25 京都教育大学
教育資料館まなびの森ミュージア
ム

京教育大学教育資料館には、18・19世紀代の摂家二条家の旧蔵文書が300点
ほど所蔵されており、江戸時代から明治時代初期にかけての公家社会の様子
を見る上で格好の資料といえます。近年、その整理がほぼ終了した二条家文
書の概要を、記載内容を読み解くという形でわかりやすく紹介するような企画

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育資料館　まなびの森
ミュージアムＴｅｌ075-
644-8840／8175

http://manabinomori.kyokyo-
u.ac.jp/manabinomori.html

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

京都工芸繊維大学 a08その他 b01教育 SDレビュー2015
（第34回建築・環境・インテリアのドロー
イングと
模型の入選展）

9/28 10/12 京都工芸繊維大学美術工芸資料
館

実際に「建てる」ことを前提とした、建築、屋外空間、インテリア等の明確なコン
セプトを導き出す設計中ないしは施工中の思考の過程を示したドローイングや
模型等の作品を募集し、応募作品の中から選ばれた作品等を展示、公開す
る。

参加費：無料（予定）
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都工芸繊維大学
美術工芸資料館ｌ075－
7024－7924
maiil:shiryokan/atmark/ji
m.Kit.ac.jp

http://www.museum.kit.ac.jp/

京都工芸繊維大学 a08その他 b01教育 増田友也展 10/26 12/18 京都工芸繊維大学美術工芸資料
館

独創的な作風と哲学的思想で知られ、京都大学工学部教授であり建築家とし
て活躍をした増田友也（1914-81）の生誕100周年を期して企画した展覧会で、
東山会館など増田の代表作品を網羅した、はじめての大回顧展。

参加費：200円
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都工芸繊維大学
美術工芸資料館ｌ075－
7024－7924
maiil:shiryokan/atmark/ji
m.Kit.ac.jp

http://www.museum.kit.ac.jp/

京都工芸繊維大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b03国際交流 （仮）ベトナムにおける理工系人材育成
に関するシンポジウム

10/30 京都工芸繊維大学TECH SALON
（15号館2階）

今後ますます産業面での交流が盛んになると予想されるベトナムにおける理
工系人材育成の現状や試みについて、実際に現地の大学現場に携わってい
る教員との意見交換を通して、今後の産業グローバル化における参考とする。
なお本シンポジウムは本学スーパーグローバル事業の一環として開催する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務企画課SGU支援室
Tel:075-724-7179
Mail:techleader/atmark/ji
m.kit.ac.jp

http://www.kit.ac.jp/

京都工芸繊維大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第２８回長もちの研究会 11/20 京都工芸繊維大学
ベンチャーラボラトリー１Ｆラウンジ

大量生産・使い捨ての時代から、良い製品を長く大事に使っていく時代に変わ
りつつある今、耐久性や信頼性に優れた日本の工業製品は大きな強みを持ち
ます。この工業製品が設計通りの機能や耐久性を持つことを解き明かすのが
『長もちの科学』です。本学では、長もちの科学研究センターにて、長もちの研
究会を企画して、事例紹介や評価試験方法の研究成果を発信しています。今
回は、ゴム材料をテーマにして、水素ガス、温水シール等の話題を取り上げま
す。

参加費:4000円、書籍代含
む
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

長もちの科学研究セン
ター
Tel:075-724-7310

http://www.cis.kit.ac.jp/~fatigue/lt_
index.html

京都工芸繊維大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

松ケ崎祭（学園祭） 11/21 11/22 京都工芸繊維大学
松ヶ崎キャンパス

教室展示、各種講演会、ステージ企画、文化系課外活動団体による演奏会及
び模擬店の出店等を行う。

事前申込不要 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生サービス課
Tel:075-724-7147
Mail:gakusa/atmark/jim.k
it.ac.jp

なし

京都工芸繊維大学 a08その他 b01教育 八木保ワークショップ 11/23 11/28 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館

エスプリの広告やアップルストアの内装などを手がけて世界的に著名なロサン
ゼルス在住の日本人デザイナー八木保本人が展示レイアウトをした作品展と
ワークショップを実施する。

参加費：200円
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

京都工芸繊維大学
美術工芸資料館ｌ075－
7024－7924
maiil:shiryokan/atmark/ji
m.Kit.ac.jp

http://www.museum.kit.ac.jp/

大阪大学 a08その他 b02研究 大阪大学総合学術博物館第19回企画
展
金銅仏きらきらし ～いにしえの技にせ
まる～

10/24 12/22 大阪大学総合学術博物館 待兼山
修学館

ブロンズを用いた仏像の歴史は古く、ガンダーラでは2、3世紀頃の作例が知ら
れている。表面に金メッキを施した金銅仏はブロンズを型に流し込んで制作さ
れるが、その工程や鋳造技法には謎が多い。
展覧会では、金銅仏の謎にせまるべく、興福寺仏頭の制作工程模型、そしてア
ジア各地の金銅仏の成分分析調査等の成果とともに展観する。

入館料：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大阪大学総合学術博物
館 待兼山修学館
Tel:06-6850-6284

http://www.museum.osaka-u.ac.jp/

大阪大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 平成27年度　大阪大学薬学部　第5回
卒後研修会

10/24 エル・おおさか　7階708号室
Tel. 06-6942-0001

薬学関係者として各方面で活躍しておられる方々に、最先端の医薬・医療情報
を提供することを目的としており、第5回は「薬物治療の最前線（糖尿病治療）」
と題して市立堺病院の藤澤智巳先生にご講演頂く予定です。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大阪大学薬学部　卒後
研修会事務局
TEL:06-6879-8243

http://www.phs.osaka-
u.ac.jp/homepage/yaku/sotugo/sotug
o-index.html

大阪大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

大学祭及び学内研究室等施設開放 11/1 11/3 大阪大学豊中キャンパス 学生団体による課外活動の成果発表、各種アトラクション、園遊会及び豊中地
区部局の共催による施設開放等。

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 教育推進部学生・キャリ
ア支援課
tel:06-6850-5022

http://www.osaka-u.ac.jp/ja

大阪大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 野中古墳出土品重要文化財指定記念
国際シンポジウム「百舌鳥・古市古墳群
と古代日韓交流」

11/14 大阪大学会館講堂 大阪大学が所蔵する、大阪府藤井寺市の野中古墳出土品が、国の重要文化
財に指定されたことを記念して、韓国からの研究者を招き、国際シンポジウム
（講演会）を開催いたします。野中古墳を含む百舌鳥・古市古墳群を中心に、
「倭の五王」で知られる、古墳時代の中頃における国際交流に関して、講演や
討論などを行います。

参加費：無料
事前申込要（予定）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大阪大学大学院文学研
究科考古学研究室
Tel：06-6850-5106

http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/

大阪大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 大阪大学大学院歯学研究科・歯学部附
属病院第１３回市民フォーラム

11/14 千里中央ライフサイエンスセンター 一般市民の口腔健康の増進に寄与する生涯教育を目的とし、毎年実施してい
る。今年は、最新の歯科治療・歯科医学について広く市民へ情報発信し、市民
の健康増進と歯科知識の向上を図ることを目的とする一般向けの講演を行う。

参加費：無料
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大阪大学歯学研究科総
務課庶務係
TEL＆FAX：06-6875-
8300

http://www.dent.osaka-
u.ac.jp/social/social_m_000065.html

大阪大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 平成27年度　大阪大学薬学部　第6回
卒後研修会

11/21 大阪大学中之島センター　3階講義
室304
Tel. 06-6444-2100

薬学関係者として各方面で活躍しておられる方々に、最先端の医薬・医療情報
を提供することを目的としており、第6回は市立堺病院の藤澤智巳先生による
「症例検討（糖尿病症例への対応）」（グループディスカッションセミナー）」を実
施する予定です。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大阪大学薬学部　卒後
研修会事務局
TEL:06-6879-8243

http://www.phs.osaka-
u.ac.jp/homepage/yaku/sotugo/sotug
o-index.html

大阪教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 市民のためのパソコン講座　ワード中
級

10/3 10/31 大阪教育大学天王寺キャンパス IT時代に備えて，コンピュータに親しみがもてるようになることの手助けを目的
とした講座です。ウィンドウズの基本も，ワードを使った簡単な文書作成もでき
るが，もう少し複雑な文書の作成が分からない方を対象に開く講座で，ワード
による本格的な文書づくりを学びます。

参加費：7,560円
要事前申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大阪教育大学学術部学
術連携課地域連携係
Tel:072-978-3581
Mail:koukai/atmark/cc.os
aka-kyoiku.ac.jp

http://llc.osaka-
kyoiku.ac.jp/course/detail/id/236

大阪教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 多文化共生と日本語教育　外国語とし
て日本語を学ぶ

10/3 11/21 大阪教育大学天王寺キャンパス 私たちの身近なところで日本語を外国語として学ぶ人たちが確実に増えてお
り，地域でも様々な形で日本語学習支援が行われています。日本語はどのよう
な特徴を持つ言語か，日本語を母語としない人たちはどのように日本語を学ぶ
のか，どのようなことが難しいのか，国語教育と日本語教育はどのように違う
のか，海外における日本語教育事情など，幅広く学んでいきます。

参加費：無料
要事前申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大阪教育大学学術部学
術連携課地域連携係
Tel:072-978-3581
Mail:koukai/atmark/cc.os
aka-kyoiku.ac.jp

http://llc.osaka-
kyoiku.ac.jp/course/detail/id/242

大阪教育大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 大阪教育大学キャンパスガイド 11/21 大阪教育大学柏原キャンパス すぐれた資質を備えた時代を担う魅力ある「教員」育てるため、「教員になるこ
と」を具体的にイメージできる機会を与えることを目的として、府立高校教職コ
ンソーシアム加盟校の学生を対象に、大阪教育大学キャンパスガイドを開催し
ます。

参加費：無料
要事前申込
府立高校教職コンソーシア
ム加盟校の学生

c02高校生 大阪教育大学広報室広
報係
Tel:072-978-3341
Mail:soukoui/atmark/cc.o
saka-kyoiku.ac.jp

-

大阪教育大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 国際シンポジウム「CLIL授業創りと教師
の授業力‐フィンランド(EU)の実践例か
ら‐」

10/25 大阪教育大学　天王寺キャンパス 本シンポジウムは、近年、ヨーロッパで注目されているCLIL( Content and
Language Integrated Learning　内容言語統合型学習)をテーマとし、フィンラン
ドから第一人者をパネリストとして招聘し、英語教員およびそれを目指す目指
す学生・院生を対象に開催し、日本におけるCLIL実践を活性化する契機とした
い。

参加費：無料
事前申込不要

c07教育機関関係者 国際センター

Tel:072-978-3300
Mail:isc/atmark/cc.osaka
-kyoiku.ac.jp

http://osaka-kyoiku.ac.jp/ic/

兵庫教育大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b03国際交流 国際シンポジウム 10/11 神戸市内 教員養成の改革動向の中で、その高度化が求められると同時に教職大学院
の拡充が必須となっているが、本学でも法人化第３期を見据えて組織改革を
推進している。今回の国際シンポジウムの目的は、そうした中で海外協定大学
を中心としたシンポジストを招待して、グローバルな視野から教員養成の高度
化に向けた課題を共有し、本学の方向性を客体化してより望ましい未来像を描
出するとともに、本学の研究活動を公表する。

参加費：無料
事前申込要

c07教育機関関係者 学生支援課
Tel.0795-44-2258
Mail: office-kokusai-
t/atmark/hyogo-u.ac.jp

兵庫教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 身につける小さなアートづくり 10/4 10/11 兵庫教育大学加東キャンパス芸術
棟

芸術性あふれる金属製の小さなオブジェやアクセサリーを制作します。
この講座では細工の簡単な焼くと金属になる特別な粘土を使って，シルバーや
ブロンズの小さなオブジェやアクセサリーをつくります。気軽にオブジェを飾った
り，アクセサリーを身につけたり，アートを身近なものとして体験することを目的
とします。

受講料：5,460円
要申込み

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

企画課
社会連携事務室
Tel:0795-44-2409
E-mail:office-renkei-
r/atmark/hyogo-u.ac.jp

http://www.hyogo-
u.ac.jp/visitor/use/extension/

兵庫教育大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

嬉望祭 11/14 11/15 兵庫教育大学加東キャンパス 本学学生が大学祭実行委員会を組織し、地域の方一人ひとりがイベントに参
加し、楽しむことができる嬉望祭（大学祭）を開催するもの。
主な企画物：クラブ活動発表、バンド演奏、模擬店、芸能人イベント他多数

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援課
Tel:0795-44-2050
Mail:office-gakusei-
t/atmark/hyogo-u.ac.jp

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.aaa.bbb.ccc/#
http://www.kit.ac.jp/#
http://www.museum.osaka-u.ac.jp/#
http://www.osaka-u.ac.jp/ja#
http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/#
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開始月日 終了月日
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参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

兵庫教育大学 a06大学祭等 b01教育 兵庫教育大学ライブラリーフェスタ2015 11/14 11/15 兵庫教育大学附属図書館ラーニン
グコモンズ

学生・教員・一般市民が集い、知的交流を深めるためのイベントや古本市を開
催する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

兵庫教育大学附属図書
館
TEL:0795-44-2060
Mail:office-tosyo-

http://www.lib.hyogo-u.ac.jp/

兵庫教育大学 a08その他 b11その他 兵庫教育大学教材文化資料館平成27
年度後期展(タイトル未定）

10月初旬 平成27年2月下
旬

兵庫教育大学教材文化資料館（附
属図書館に併設）

明治、大正、昭和期の教科書の他、教育実践に関する学生・教職員の活動成
果を一般の方にもわかりやすく紹介する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教材文化資料館
TEL:0795-44-2362
Mail:funishi/atmark/hyog
o-u.ac.jp

http://www.hyogo-
u.ac.jp/museum/

兵庫教育大学 a08その他 b01教育 友嬉祭 10/24 兵庫教育大学附属中学校 学習活動を発表する場として友嬉祭を実施する。舞台発表として，人権作文発
表会，合唱コンクール，総合学習発表，科学部発表，吹奏楽部演奏などがあ
る。展示発表として，キャリア総合選択授業のポスター，メディア制作部・家庭
科同好会・PTAの作品などを展示する。

参加費：無料
事前申込不要

c03小・中学生 附属中学校
職員室
Tel:0795-40-2222

兵庫教育大学 a08その他 b02研究 研究発表会 11/7 兵庫教育大学附属中学校 「ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた，わかりやすく，やりがいのある
授業づくり」（2年次）を研究テーマに，その研究成果を発表する。公開授業Ⅰ・
Ⅱ、授業研究会、講演会を行う。

参加費：有料
事前申込　要

c07教育機関関係者 附属中学校
研究会　事務局
Tel:0795-40-2222

神戸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 神戸大学公開講座 9/20 10/4　（毎週日
曜日）

神戸大学大学院農学研究科・農学
部Ｃ棟1階101教室

神戸大学公開講座は、最近注目の話題について研究を行っている教員を神戸
大学の４大学術系列（人文・人間科学系、社会科学系、自然科学系、医学・生
命科学系）から６名選出し、日頃知り得る機会が少ない神戸大学における研究
フロンティアの状況を踏まえながら、研究者自身が講義を行う。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学企画部社会連
携課
Tel:078-803-5028
Mail:plan-
sharen/atmark/

http://www.kobe-
u.ac.jp/campuslife/edu/exlecture/i
ndex.html

神戸大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b11その他 「神戸大学のミリョク」 9/27 東京・秋葉原UDXカンファレンス 関東地区の方に神戸大学をよりよく知ってもらうために、2012年度から開催。
サブカルチャー研究やはやぶさ2のサイエンス面で携わった先生の講演や3D
可視化映像の上映を行う。

参加費：無料
事前申込要（当日受付有）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学総務部広報課
Tel:078-803-5083
Mail:ppr-
kouhoushitsu/atmark/
office.kobe-u.ac.jp

http://www.kobe-
u.ac.jp/NEWS/event/2015_09_27_01.h
tml

神戸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 海事博物館市民セミナー
「大戦中の日本商船，船員の姿」
(10/3,10,17)

10/3 10/17 神戸大学大学院海事科学研究科
(深江キャンパス)　総合学術交流棟
梅木Ｙホール

日本商船隊の船員教育を実施してきた本学の沿革および明治期から太平洋
戦争期までの日本商船とその行動を記録した資料について紹介する。太平洋
戦争では神戸高等商船学校の航海・機関科を卒業したOBの内約八百名が戦
没されている。戦争で失われた船舶やその沈没海域など，現在調査されてい
る史実について解説する。

参加費：無料
事前申込必要：詳細は本学
ＨＰ
http://www.maritime.kobe-
u.ac.jp/study/open_class.ht
ml

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学 海事科学研究
科 海事博物館
電話 : 078-431-
3564(月・水・金の午後の
み)
FAX : 078-431-3564
E-mail :
siryokan/atmark/maritim

http://www.maritime.kobe-
u.ac.jp/study/open_class.html

神戸大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 震災復興支援・災害科学研究推進室第
４回シンポジウム

10/9 神戸大学百年記念館　六甲ホール ポスト阪神淡路大震災20年及び東日本大震災5年に焦点を当て、大規模災害
からの復興・阪神淡路大震災からの復興を、東日本大震災からの復興を推進
している現在との関連でとらえる視点に立ち、より良い復興(Build Back Better)
と人間中心の予防的アプローチを具現化していくための「人文社会科学系と自
然科学が対象を共有する実践的研究（文理融合による課題解決型アプロー
チ）」の成果を取りまとめ、広く市民に公開することを目的とする。阪神淡路大
震災・東日本大震災両方の復興についての研究の現状を紹介するとともに、
復興と予防的アプローチ全体について人文社会学系と自然科学系を含めた異
なる研究分野での研究方法についてパネルディスカッション等で議論を行う。

参加費：無料
事前申込要（当日受付有）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学研究推進部研
究推進課研究助成グ
ループ
Tel:078-803-5029
Mail:sfsk-
jimu/atmark/office.kobe-
u.ac.jp

未定

神戸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成２７年度神戸大学大学院保健学研
究科市民講座「最新の研究から家庭の
保健・医療へ」－元気で長生きするため
にー

10/10 10/11 神戸大学大学院保健学研究科Ｄ
201教室

保健学研究科では、毎年「最新の研究から家庭の保健・医療へ」と題し、市民
の方々に理解を深めていただくようタイムリーな話題を提供している。今回は
地域で暮らす高齢者によく見られる生活習慣病を取り上げ、病気の原因、治
療、予防について研究成果を広く一般に公開する。

参加費：無料
当日参加可能（できるだけ
事前に申し込みを依頼して
いる。）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

保健学研究科総務係
TEL078-796-4502
FAX078-796-4509
MAIL：simin-
k/atmark/ams.kobe-

http://www.ams.kobe-u.ac.jp

神戸大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 公開講座
｢人類の営為-言語と行動-」

10/10 10/17 国際文化学部・国際文化学研究科
B棟１１０教室

本研究科の研究活動を一般に公表する本講座は，人類の人類たる所以の根
源の一つである「言語」の問題及び，人類の根源のもう一つの核心部分である
「行動」に迫る。「言語と行動」という人類の基本的な営為を深く検討することに
よって，人類の人類たる所以が一部でも見えてくるのではないかということを考
察する。

受講料：無料
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学大学院国際文
化学研究科総務係
〒657-8501
神戸市灘区鶴甲1-2-1
TEL:078-803-7515
FAX:078-803-7509
E-mail : gicls-
soumu/atmark/office.kob
e-u. ac.jp

http://www.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b03国際交流 国際シンポジウム「欧州の科学技術振
興計画ホライズン２０２０におけるオー
プンアクセスのインパクト」（仮題）

10/13 10/14 神戸大学百年記念館（神大会館）
六甲ホール

EUによるオープンアクセス政策とその支援プロジェクトの現状と展望につい
て、オープンデータ等の政策が検討されつつあるわが国で情報共有を行うこと
を目的としてシンポジウムを開催する。

参加費：無料
事前申込：必要

c07教育機関関係者 神戸大学附属図書館情
報管理課企画係
Tel:078-803-7315
Mail:kikaku/atmark/lib.ko
be-u.ac.jp

http://lib.kobe-
u.ac.jp/www/html/events/euoa.html

神戸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 まちづくり地域歴史遺産活用講座2015 10/17 10/18 神戸大学文学部Ｂ棟小ホール 　地域の歴史文化をまちづくりに活用し、次世代に残していくためには、専門家
だけではなく、その担い手として、市民が主役になっていくことが必要である。
「まちづくり地域歴史遺産活用講座」では、一般の市民の方が、地域歴史遺産
について考え、活用するための、基礎的な知識や技術などを学ぶ機会の提供
を目指す。

参加費：無料
募集期間中に事前申込（定
員20名）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学大学院人文学
研究科地域連携センター
Tel:078-803-5566
Mail:area-
c/atmark/lit.kobe-u.ac.jp

今後掲載予定

神戸大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 神戸医療産業都市・京コンピュータ一
般公開

10/24 神戸大学統合研究拠点 神戸ポートアイランド地区で展開している医療産業都市や京コンピュータ、大
学等の研究施設について、より多くの方々に知っていただくため一般公開を行
うもの。統合研究拠点では、コンベンションホールにて、スーパーコンピュータ
によるシミュレーションの有効性を広めるため、３Ｄ映像見学会を行う予定であ
る。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学統合研究拠点
事務室
Ｔｅｌ:078-599-6710
Ｍａｉｌ:ircpi-
hall/atmark/office.kobe-
u.ac.jp

http://www.kobe-u.ac.jp/kuirc/

神戸大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第10回神戸大学ホームカミングデイ 10/31 神戸大学　出光佐三記念六甲台講
堂（記念式典）、アカデミア館１階
BELBOX食堂（ティー・パーティー）、
百年記念館１階展示ホール等（特
別展・見学・イベント）、各学部キャ
ンパス（各学部企画）　他

卒業生に、現役学生・教職員と交流を深めていただき、さらに同窓生や先輩、
後輩、恩師との旧交を温めていただくイベント。内容として、記念式典、ティー･
パーティー、特別展・見学、学部企画のイベントなどを実施する。

参加費：無料
事前申込必要

c08卒業・修了生 神戸大学企画部社会連
携課
Tel:078-803-5022
Mail:plan-hcd/atmark/
office.kobe-u.ac.jp

http://www.kobe-
u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/index.
html

神戸大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 神戸大学都市安全研究センターオープ
ンセンター

10/31 神戸ハーバーランド　デュオこうべ
デュオドーム

当センター教員による都市総合防災に関する研究・調査活動や研究成果を広
く社会の方々に公開することにより、防災・減災に関する知識の普及と意識の
向上に貢献することを目的とするもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学都市安全研究
センター

http://www.rcuss.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 「豪商たちの幕末維新―廣岡浅子の時
代―（仮題）」

11/9 神戸大学出光佐三記念六甲台講
堂

2015年後期のNHK朝の連続テレビ小説の題材が、「あさが来た」という、幕末
に京都の三井家より、大阪の豪商・廣岡家に嫁いだ廣岡浅子を主人公とする
ものに決定したことを受け、三井家と廣岡家、そして幕末維新期の大阪を研究
する3名の研究者（宮本又郎氏、村和明氏、高槻泰郎氏）による公開講座を開
催するものである。

参加費：無料
事前申し込み制

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

神戸大学経済経営研究
所共同研究推進室
Tel:078-803-7036
Mail:kenjo/atmark/rieb.k
obe-u.ac.jp

未定

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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カテゴリー 実施場所

神戸大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第３３回神戸大学大学院医学研究科公
開講座

10月（日時未定） 11月（日時未定） 神戸大学大学院医学研究科内 市民を対象に最新の医学の知見を分かりやすく紹介することを目的として開催
している。テーマを設定し、その分野の専門家による講義を実施、受講者から
の質疑応答を行っている。社会的要請に応じた大学開放事業の一環として、ま
た医療及び健康に対する市民の関心がますます高まりつつある現在、本講座
の持つ役割も更に重要性を増している。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医学部総務課研究科総
務係
Tel: 078-382-5015

http://www.med.kobe-
u.ac.jp/info/o_class.html

奈良教育大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

奈良教育大学大学祭
「第66回輝甍祭（きぼうさい）」

11/21 11/23 奈良教育大学 本学学生が主体的に企画する大学祭。昭和50年に、校歌の一節に『輝く
甍・・・・とあること、「キボウ」が「希望」に通じることなどから、現在の輝甍祭が
スタートした。子ども向けなど多数のイベントが実施される。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援課
Tel:0742-27-9130
Mail:service/atmark/nara
-edu.ac.jp

http://kibosai.wix.com/nakyo-kibosai

奈良教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 ならやまオープンセミナー
「保健体育専修・連続公開講座 第9回
傷害予防プロジェクト」

10/6 奈良教育大学図書館ラーニングコ
モンズ

ストレッチングの考え方と実際（主に上肢・体幹…スローイング動作を行うス
ポーツへの対応）について

参加費：500円
事前申込必要

c07教育機関関係者 企画連携課
Tel:0742-27-9108
Mail:soumuka/atmark/na
ra-edu.ac.jp

http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/courseindex/2015
/04/post_46.html

奈良教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 ならやまオープンセミナー
「保健体育専修・連続公開講座 第10回
傷害予防プロジェクト」

10/22 奈良教育大学図書館ラーニングコ
モンズ

ストレッチングの考え方と実際（主に下肢・体幹…ランニング・キック動作を行う
スポーツへの対応）について

参加費：500円
事前申込必要

c07教育機関関係者 企画連携課
Tel:0742-27-9108
Mail:soumuka/atmark/na
ra-edu.ac.jp

http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/courseindex/2015
/04/post_46.html

奈良教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 ならやまオープンセミナー
「保健体育専修・連続公開講座 第11回
傷害予防プロジェクト」

11/5 奈良教育大学図書館ラーニングコ
モンズ

下肢傷害予防トレーニングについて 参加費：500円
事前申込必要

c07教育機関関係者 企画連携課
Tel:0742-27-9108
Mail:soumuka/atmark/na
ra-edu.ac.jp

http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/courseindex/2015
/04/post_46.html

奈良女子大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 OPEN CAMPUS2015 11/1 奈良女子大学 学部学科紹介・研究室訪問・施設見学等を実施し，また，受験やその他学生生
活に関する個別相談を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c02高校生 入試課
Tel: 0742-20-3353
Mail:nyusika/atmark/jimu
.nara-wu.ac.jp

http://koto.nara-
wu.ac.jp/nyusi/open.html

奈良女子大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 第2回大学院オープンキャンパス 11/1 奈良女子大学 博士前期課程及び博士後期課程の各専攻・講座等紹介，教員との個別相談
等，進学希望者に有効な情報の提供を目的とした催しを実施する。

参加費：無料
事前登録・事前登録なしど
ちらでも可

c01大学生・大学院生 入試課大学院等入試係
Tel: 0742-20-3023
Mail:nyusika/atmark/jimu
.nara-wu.ac.jp

http://www.nara-
wu.ac.jp/daigakuin/examination_maste
r.html

奈良女子大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 奈良県南部における復興を契機とした
新たな村づくりへの展開

11/21(予定） 11/22（予定） 奈良県吉野郡十津川村内 過疎高齢化・人口減少の進む中山間地域の復興では、単に元の状態に戻す
のではなく、将来の地域像を見据えた創造的復興が求められる。紀伊半島大
水害からの奈良県南部の復興と今後の新たな村づくりの展開に向けて、地元
大学として奈良女子大学が果たすべき役割を、住民、学生を交えて議論する。

参加費：無料
事前申込要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究協力課社会連携推
進係
Tel: 0742-20-3968
Mail:kenkyou/atmark/cc.
nara-wu.ac.jp

奈良女子大学 a05演奏会等 b06地域社会貢献 第106回奈良女子大学ランチタイムコン
サート

10/22 佐保会（奈良女子大学同窓会）会
館講堂（奈良女子大学構内）

記念館の耐震改修中、同館で実施していた一般市民向けのランチタイムコン
サート（月１回、平日の昼間）を、同窓会である佐保会の講堂を会場に引き続き
実施し、事業の継続を図る

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務・企画課評価広報係
Tel：0742-20-3220
Ｍａｉｌ：
somu02/atmark/jimu.nar
a-wu.ac.jp

奈良女子大学 a05演奏会等 b06地域社会貢献 第107回奈良女子大学ランチタイムコン
サート

11/26 佐保会（奈良女子大学同窓会）会
館講堂（奈良女子大学構内）

記念館の耐震改修中、同館で実施していた一般市民向けのランチタイムコン
サート（月１回、平日の昼間）を、同窓会である佐保会の講堂を会場に引き続き
実施し、事業の継続を図る

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務・企画課評価広報係
Tel：0742-20-3220
Ｍａｉｌ：
somu02/atmark/jimu.nar
a-wu.ac.jp

奈良女子大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 サイエンス・オープンラボ発表会 11/1、11/3 奈良女子大学理学部 奈良女子大学理学部の学部学生が、小中高校生を中心とする一般市民に対
し、科学のおもしろさを分かりやすく伝える展示や実験等を企画・実施する。学
生の科学に対する興味や主体性、連携／調整能力の強化を目指す学部共通
科目「サイエンス・オープンラボI／II」の一環であり、その成果を広く一般に公開
するものである。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学務課理学部係
0742-20-3428

http://www.nara-
wu.ac.jp/rigaku/2014/index.html

奈良女子大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

学園祭（恋都祭） 11/1 11/3 奈良女子大学 舞踊部，Jazzy Club，合気道部，美術部など，サークル活動の日頃の練習成
果や作品を地域住民に発表したり，模擬店出店などを行う。

参加要件なし
事前申込不要

c07一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

奈良女子大学恋都祭実
行員会
Tel: 0742-20-3235（学生
生活課課外事務室呼出

http://63rdkotosai.jimdo.com/

奈良先端科学技術大
学院大学

a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 オープンキャンパス2015（高山サイエン
スタウンフェスティバル）

11/8 奈良先端科学技術大学院大学 高山サイエンスタウンフェスティバルの一環として、一般市民の方々に情報科
学研究科・バイオサイエンス研究科・物質創成科学研究科の最先端の研究を、
パネル・ポスター展示やデモによりわかりやすく紹介します。
※詳細については検討中

参加費：無料
各プログラムの事前申込の
要否未決定

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

企画総務課 広報渉外係
Tel:0743-72-5026
Mail:s-
kikaku/atmark/ad.naist.jp

http://www.naist.jp/opencampus/i
ndex_j.html

奈良先端科学技術大
学院大学

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 奈良先端大東京フォーラム2015 11/10 日経ホール 本学の特色や研究内容を関東地区においてPRし、最新の先端科学技術の動
向や今後の展望、大学の使命等について理解を深めることを目的として、東京
でフォーラムを開催するとともに、マスメディアを活用して全国への情報発信を
行う。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究協力課研究企画係
Tel:0743-72-5008
Mail:kenkyo/atmark/ad.n
aist.jp

奈良先端科学技術大
学院大学

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b05男女共同参画 第8回奈良先端大男女共同参画推進シ
ンポジウム「日本人の働き方、外国人
の働き方、そしてワークライフバランス」

11/19 奈良先端科学技術大学院大学　ミ
レニアムホール

海外および日本での勤務経験のある講師に、アカデミック分野における男女の
働き方、社会的な両立支援施策の違い等についてご講演いただく。また組織
／個人が充実した働き方の実現のためにできることは何かをご提案いただく。
これらにより本学の教員・職員そして学生がこれからの働き方を展望する機会

参加料：無料
事前申し込み不要

c01大学生・大学院生 男女共同参画室
Tel:0743-72-5138
Mail:sankaku.jimu/atmark
/ad.naist.jp

http://www.naist.jp/gender/index.h
tml

奈良先端科学技術大
学院大学

a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座2015「環境にやさしい未来の
新材料・新デバイス」

10/3、10、17、24 奈良先端科学技術大学院大学 本学に対する理解を一層深めていただくため、一般市民・産業界向けの公開
講座を積極的に実施し、研究成果を広く地域社会・産業界へ発信しています。
※詳細については検討中

参加費：無料
要事前申込

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

企画総務課 広報渉外係
Tel:0743-72-5026
Mail:s-
kikaku/atmark/ad.naist.jp

http://www.naist.jp/activity/c04_0
1_j.html

和歌山大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b11その他 防災・日本再生シンポジウム
これから必要になる命と地域を守る防
災リーダーの養成

11/28 ホテルグランビア和歌山（予定） 地域の自主防災に必要な防災リーダー、自治体など行政、住民さらに大学な
どの研究機関と連携に必要な防災コーディネーターの人材養成について考え
ます。

参加費：無料
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

財務課研究協力室
Tel:073-457-7586
Mail:renkei/atmark/cener
.wakayama-u.ac.jp

和歌山大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 和歌山大学オープン・ラボ「公開体験学
習会」

11/15 和歌山大学
システム工学部Ａ・Ｂ棟、総合研究
棟、システム情報学センター、教育
学部棟、電波観測通信施設等（予
定）

和歌山大学オープン・ラボ「公開体験学習会」は、和歌山大学の教員の研究活
動、学生の勉学および自主的な活動を市民の皆様に知って頂き、和歌山大学
への興味を持って頂くことを目的として、平成11年から毎年開催されている。
特に若者の理工系離れ対策の一環として、大学の設備機器を利用して実際に
体験することで、理工系の学問のおもしろさ、楽しさを知って頂いている。その
他にも、文系学部や各センターの成果物等を見て頂く場となっている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

和歌山大学協働教育セ
ンター事務局
Tel:073-457-8504
Mail:creainfo/atmark/cen
ter.wakayama-u.ac.jp

http://www.crea.wakayama-
u.ac.jp/

和歌山大学 a08その他 b06地域社会貢献 移民展示 9/19 12/2 和歌山県立近代美術館 移民をテーマとした展示を開催する。移民した画家の作品や移民の収容所で
の生活を描いた作品を中心とし、その作品に関する移民資料も併せて展示す
る。

参加費：美術館入館料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

紀州経済史文化史研究
所
Tel:073-457-7891
Mail:kishuken/atmark/ce

http://www.wakayama-
u.ac.jp/kisyuken/

鳥取大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 鳥取大学・まちなか文学講座 5/14 3/18 五臓圓ギャラリー 万葉集、森鴎外、源氏物語、川柳、手紙の書を読む、5つの講座を開講し、そ
の表象のすばらしさ、細やかな心情の把握の仕方を味わい、人間追究の思想
の深さを追求していく。この講座は、文学による高い感情の共有を図る場を提
供することで、地域に生きる人々の市民意識をも高めていくことを期待して開
講するものである。

募集人数：各講座20人
参加費：無料
テキスト（原書）購入：2講座
事前に申込みが必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域学部庶務係
Tel:0857-31-5073

http://www.rs.tottori-u.ac.jp/cgi-
bin/topics/upload-img/161-2.pdf

鳥取大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 2015年度　第6回「地域学研究会」大会 11/28 鳥取大学湖山キャンパス 「地域課題と知のクロス　地域再生の手法ー地域と世界をつないでー」をテー
マに、地域学部が貢献できる地域課題の解決に向けた取り組みについてパネ
ルディスカッションを行い、国際化の展開する中で地域の人材育成における大
学の役割について一層の明確化を目指して開催する。また、地域再生などの
活動について報告・展示を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域学部庶務係
Tel:0857-31-5073

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

島根大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 島根大学医学部オープンキャンパス 10/18 島根大学医学部
臨床講義棟　大講義室
看護学科棟Ｎ11番教室

毎年１０月中旬に開催される大学祭（くえびこ祭）に併せて行っている。医学部
の紹介の後、医学科は、医療手技の疑似体験、施設見学など、看護学科は、
学科紹介、演習授業体験などを行っている。

参加費：無料
事前申込要

c02高校生 医学部学務課
Tel:0853-20-2087

島根大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 患者さんと家族のための関節リウマチ
勉強会

11/1 パルメイト出雲
4階パルメイトホール

関節リウマチ患者さん、ご家族、その他興味のある方を対象に勉強会を開催
する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医学部附属病院
膠原病内科
Tel:0853-20-2196

島根大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 誰でも参加できる糖尿病教室（特別企
画）

11/14 出雲市立大社小学校 糖尿病に関心のある方を対象に糖尿病教室を開催する。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医学部附属病院
内分泌代謝内科
Tel:0853-20-2183
diabetes/atmark/med.shi
mane-u.ac.jp

島根大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

島根大学大学祭”淞風祭” 10/11 10/12 島根大学松江キャンパス 学生が組織する大学祭実行委員会が主催する大学祭。内容としては、研究室
やサークル活動の紹介、ステージ企画・フリーマーケット等のイベントなどを開
催し、広く住民の方にも開放することにより地域住民と学生との交流を図るも
の。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育・学生支援部
学生支援課
Tel:0852-32-6062
Mail:ssd-
gakusei/atmark/office.sh
imane-u.ac.jp

島根大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

島根大学医学部大学祭”くえびこ祭” 10/17 10/18 島根大学出雲キャンパス 出雲キャンパスを会場に地域住民との交流イベント、医学関連展示ならびに
サークル活動でメディカルラリー、グランドゴルフ大会、フリーマーケット等を開
催し、本学課外活動等の紹介を一般に行うとともに地域住民との交流を行って
いる。

自由参加 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医学部学務課
Tel:0853-20-2093

島根大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第９回島根大学ホームカミングデー
「松江キャンパス」

10/11 大学ホール、各学部 大学祭と同時開催、学長、同窓会連合会長，各学部同窓会長も出席する。在
校生等が行う「地域貢献活動等報告」、卒業生が行う「演奏会」、各学部同窓会
による「卒業生講演・就職相談」、「学長から大学の近況報告」を開催する。懐
かしい想いと母校への愛校心を新たにする場となります。

・自由参加
キャンパスツアーに参加希
望の方は、当日11：50まで
に大学正門前に集合

c08卒業・修了生 島根大学同窓会連合会
事務室（総務部総務課）
Tel:0852-32-6015

www.suaa.shimane-u.ac.jp

島根大学 a08その他 b06地域社会貢献 島大ビビットひろば’15 11/14 島根大学松江キャンパス 学生及び教職員がそれぞれの専門性を活かした体験活動を企画し、松江市内
の小学生を対象に「食育」や「英語活動」、「子どもの体力低下」、「ものづくり」
等をテーマとした多彩な内容の体験活動教室を開設します。
「島根大学へ行って、大学生と一緒に遊ぼう」をコンセプトに、たくさんの楽しい
活動を準備しています。

・参加費：無料。但し、活動
時の保険料（1回につき100
円）を初回の活動時に集め
ます。
・事前の申込が必要

c03小・中学生 附属教育支援センター
Tel：0852-32-9836
Mail：
aces/atmark/edu.shiman
e-u.ac.jp

http://www.edu.shimane-
u.ac.jp/aces/

島根大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 「大学入試改革」どう変えるのか
－主体的な学びを実現し、広く社会に
貢献できる人材を育てるために－

11/6 くにびきメッセ 高大接続改革においては、教育・学習の接続、またその学習成果の評価の接
続について、現状の課題も含めて真摯に議論をしていかなければならない。パ
フォーマンス評価による学習成果の多元的な評価の議論の中で、改めて大学
入試の改革を検討する。

参加費：無料
対象者：島根県・鳥取県内
の高等教育関係者

c07教育機関関係者 http://www.shimane-
u.ac.jp/nyushi/admission_info/sym
posium.html

岡山大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 岡山大学ホームカミングデイ2015 10/17 岡山大学創立五十周年記念館　他 本イベントは，おもに同窓生を対象に，本学に再び足を運んでいただき，大学
の近況にふれ，同窓生，在学生，教職員，教職員OBとの交流や親睦を深めて
いただくことを目的として開催している。
また，地域に開かれた大学として，一般の方々にも来場いただき，国立大学へ
の理解を深めていただくことも活動の目的としている。

参加費：無料（ただし，懇親
会，模擬店等一部有料の
企画あり）
事前申込不要（ただし，懇
親会，同窓会等一部事前
申込が必要な企画あり）

c08卒業・修了生 総務・企画部総務課
Tel:086-251-7019
Mail:ou-
hcd/atmark/adm.okayam
a-u.ac.jp

http://www.okayama-
u.ac.jp/tp/alumni/homecoming2015.ht
ml

岡山大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 選挙制度改革対応シンポジウム「１８歳
の選挙参加で日本の明日を考えよう」

10/21 岡山大学創立五十周年記念館 選挙権が１８歳から付与されることを受け，若者の選挙への参加行動を喚起す
るためのシンポジウムを岡山県と共催で開催する。基調講演として選挙制度改
正の趣旨・目的・狙い，参政権を得るまでの歴史を振り返り，さらには若者代表
の講師から選挙行動の課題について話題提供し，県知事や現役学生によるパ
ネルディスカッションも行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務・企画部社会連携支
援室
Tel:086-251-7109

岡山大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 第５１回岡大サイエンスカフェ 10/5 岡山大学創立五十周年記念館 岡山大学の学術研究成果を平易な言葉でわかり易く説明するとともに，研究
者と参加者がコーヒーなどを飲みながら気楽な雰囲気の中での対話を通じて
科学を身近に感じてもらい，大学と地域社会との連携を深めていくことを目的と
して開催するもの。

参加費：無料
事前申込必要（定員80名程
度)

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究推進産学官連携機
構社会連携本部
Tel:086-251-7112
Mail:s-
renkei/atmark/adm.okay
ama-u.ac.jp

http://www.okayama-
u.net/renkei/contents/04_04.html

岡山大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 池田家文庫絵図展 10/24 11/8 岡山シティミュージアム 池田家文庫は，岡山大学附属図書館が所蔵する江戸時代の備前岡山藩池田
家の藩政資料である。池田家文庫を広く地域の皆様に公開し，親しんでもらお
うという趣旨で，その特徴の一つである地図資料「絵図」を中心に展示する。岡
山市との文化事業協力協定に基づく事業として，岡山シティミュージアムとの共
催で開催するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属図書館
学術情報サービス課
利用者支援グループ
Tel:086-251-7322
Mail:fbg7322/atmark/ad
m.okayama-u.ac.jp

http://www.lib.okayama-u.ac.jp/

岡山大学 a03公開講座、市
民講座等

b03国際交流 グローカルな体験型化学実験教室 10/4 岡山県生涯学習センター・人と科学
の未来館サイピア

本学では理科啓蒙活動に有効な体験型実験教室に取り組んでおり，これら小
学生向け教室は教育と研究・プレゼンテーションを組み合わせたもので，初等
教育の教育効果の更なる向上に大変有効である。本活動では異文化を持つ
講師を招聘し，他国言語・英語と日本語通訳を用い，グローバルな視点を持つ
機会を得るローカルな活動（グローカル活動）とする。

参加費：無料
事前申込不要

c03小・中学生 岡山大学工学部技術支
援部門
Tel:086-251-8212
Mail:yuri/atmark/cc.okay
ama-u.ac.jp

http://www.sci-
pia.pref.okayama.jp/event/index.cgi

岡山大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

農学部収穫祭・農学部フェア 11/21 11/22 岡山大学農学部周辺 収穫祭は，学生組織である収穫祭実行委員会が主催する学部祭であり，農学
部フェアは，収穫祭にあわせて農学部の教育・研究内容を幅広く市民・青少年
に公開し，交流を促進する企画である。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

自然系研究科等農学部
事務室
Tel:086-251-8273,8282

広島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平和構築：世界の中の日本の役割 10/3 10/31 広島大学東千田キャンパス207講
義室

冷戦終焉後の世界では、「平和」は、より多くの場合、「平和構築」を指すように
なりつつある。広島大学社会科学研究科も、広島県と共同で、国際協力機構
の「草の根技術協力」として、フィリピン、ミンダナオの平和構築に取り組んでい
る。こうした変化や取り組みを踏まえ、戦後、平和国家として歩んできた日本
が、そして被爆地ヒロシマが、「平和構築」としての「平和」にどのような内実を
与えていくことができるのかを考える。

参加費：無料
事前申込必要（5/28受付終
了）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

法学部
tel：082-424-7148
mail：syakai-gaku-
sien/atmark/office.hiros
hima-u.ac.jp

http://www.hiroshima-
u.ac.jp/extension/27koukaikouza/

広島大学 a08その他 b09学生の課外活
動

広島大学体育会主催
第3回広島大学フェニックスリレーマラソ
ン

10/25 広島大学東広島キャンパス 広島大学体育会が創設50周年を迎えたことを機に平成25年度から開始した行
事であり、誰もが気軽に参加できる場として、老若男女、学内外を問わず出場
できる４時間耐久リレーマラソン（周回数を競う）を開催し、スポーツの楽しさや
人とのつながりを実感してもらう。

身体健康で長時間の運動
を行っても健康に支障がな
い者。
参加費：一般2,000円・高校
生以下1,000円
事前申込：要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育・国際室
学生生活支援グループ
TEL:082-424-6146
Mail:gakusei-
group/atmark/office.hiro
shima-u.ac.jp

http://home.hiroshima-u.ac.jp/taiiku/

広島大学 a01オープンキャ
ンパス等

b01教育 広島大学理学部・大学院理学研究科公
開「現代科学をあなたの目で！」

11/7 広島大学理学部 中学生・高校生科学シンポジウムをはじめとして、体験コーナーや演示実験、
施設公開など、身近な理学が体験できる。

参加費：無料
事前申込不要（ただしシン
ポジウム発表者は事前申
込が必要）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

理学研究科支援室（学士
課程担当）
Tel:082-424-7315
Mail:ri-gaku-
sien/atmark/office.hiros
hima-u.ac.jp

http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

広島大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第64回広島大学大学祭 11/7 11/8 広島大学東広島キャンパス 学生による企画･運営にて、①ステージ企画、②模擬店企画（模擬店、フリー
マーケット）、③屋内外企画、④花火などの各種企画を行い、大学祭が地域と
本学の架け橋となり、地域の活性化に貢献するものである。

参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育・国際室
学生生活支援グループ
TEL:082-424-6146
Mail:gakusei-
group/atmark/office.hiro
shima-u.ac.jp

http://hu-festival.main.jp/

広島大学 a07ホームカミン
グデー等

b01教育 オペラハイライト公演（広島大学ホーム
カミングデー協賛予定）

11/7 教育学部音楽文化系コース、音楽
棟Ｆ１０１演奏室

学生と教員が、年間を通して取り組んでいるオペラのハイライト上演を行う。平
素の研究の成果を公開するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

音楽文化教育学講座講
座事務室
Tel:082-424-6834

http://home.hiroshima-
u.ac.jp/kentvn/

広島大学 a07ホームカミン
グデー等

b02研究 研究室公開 11/7 広島大学先端物質科学研究科 本研究科の量子物質科学専攻、分子生命機能科学専攻及び半導体集積科学
専攻の各専攻の研究室を公開するとともに、講演会を行う。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

広島大学東広島地区運
営支援部先端物質科学
研究科支援室
Tel:082-424-7004
Mail：sentan-bk-
sien/atmark/office.hiros
hima-u.ac.jp

http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/

広島大学 a07ホームカミン
グデー等

b03国際交流 文学部で味わう世界のティータイム
（ホームカミングデー文学研究科企画）

11/7 広島大学文学研究科講義棟　1階
学生ロビー

文学部・文学研究科で学ぶ外国人留学生が講師になり，日常会話レベルの母
国語や出身国の生活・文化を紹介する。参加者は，留学生の出身国のお菓子
やお茶を楽しみながら，気軽に異文化を体験することができる。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

文学研究科支援室
Tel:082-424-6604
Mail:bun-
soumu/atmark/office.hir
oshima-u.ac.jp

http://www.hiroshima-
u.ac.jp/bungaku/

広島大学 a07ホームカミン
グデー等

b06地域社会貢献 広島大学大学院教育学研究科特別支
援教育学講座・特別支援教育実践セン
ター実践・研究成果公開
「まなぶ・はたらく・くらすⅢ」

11/7 広島大学東広島キャンパス学生プ
ラザ１F

「まなぶ・はたらく・くらすⅢ」と題した本企画では，特別支援教育学講座・特別
支援教育実践センターの教員が取り組んできている研究内容を中心に，本学
の障がい者雇用，附属東雲小・中学校での特別支援教育の実践などに関する
展示・発表・体験を行う予定である。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

特別支援教育学講座事
務室
Tel:082-424-7180

http://home.hiroshima-
u.ac.jp/dsh/

広島大学 a07ホームカミン
グデー等

b06地域社会貢献 広島大学家政学研究会60周年記念行
事

11/7 広島大学東広島キャンパスL棟107
講義室

広島大学教育学部人間生活系コース，同大学院人間生活教育学専修の同窓
会が60周年を迎えるにあたり，人間生活教育学講座との共催で研究紹介, 同
窓会員及び学生による作品展示を行う。現代社会における我々の生活のあり
方を問い直すための視点と関連の研究活動を広く一般にも紹介するものであ
る。

参加費：無料
事前申込不要

c08卒業・修了生 広島大学家政学研究会
（人間生活系コース同窓
会）事務局
Tel:082-424-6861

広島大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 広島大学生物生産学部公開＆農場祭 11/8 広島大学生物生産学部及び農場
（東広島市）

委員会・各コース・農場で企画（花の苗プレゼント、ミニ動物園、魚の観察、食
品の試作、日本在来鶏の紹介、農場案内ツアーなど予定、変更有り）を行い、
一般の方に体験・学習していただくもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

生物圏科学研究科支援
室
Tel:082-424-4376
Mail:sei-bucho-
sien/atmark/office.hiros

http://www.hiroshima-
u.ac.jp/seisei/index.html

広島大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 第８回生物圏科学研究科食料・環境問
題国際シンポジウム

11/13 広島大学生物圏科学研究科 食料・環境問題をテーマに、海外協定校からの研究者の講演やディスカッショ
ンを行う。また、研究科長裁量経費助成研究成果のポスター発表も同時に実
施する。

参加費：無料
原則事前申込とするが，当
日参加可能。また，ポス
ター発表は事前申込不要。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

生物圏科学研究科支援
室
Tel:082-424-7904
Mail:sei-bucho-
sien/atmark/office.hiros

http://www.hiroshima-
u.ac.jp/gsbs/

広島大学 a01オープンキャ
ンパス等

b10同窓会活動 第９回広島大学（霞部局合同企画）
ホームカミングデー

11/14 広島大学霞キャンパス広仁会館
（広島市）

１１月の第２土曜日に、霞部局の合同企画として卒業生や元教職員などを招待
の上、著名人の学術・文化講演を開催する。一般市民も参加可能なもので情
報交換・交流の場の事業として、広島大学校友会と共催している。
なお、併せて学生主催の「第４８回霞祭」も開催する。

参加費：無料
事前申込不要（当日参加可
能）

c08卒業・修了生 霞地区運営支援部
Tel:082-257-5013
Mail:kasumi-soumu-
/atmark/office.hiroshima
-u.ac.jp

http://www.hiroshima-
u.ac.jp/kasumi/

山口大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 時間学アフタヌーンセミナーｉｎ福岡 10/2 アクロス福岡 円形ホール 時間学研究所は「時間学」をテーマに文理融合を目指す学際的な研究所として
活動しています。今回のセミナーでは、ベルクソンやマクタガートといった時間
論哲学者の考えをヒントに、「時間は本当に流れているのか」といった疑問や、
「時間」と「心」と「物語」の秘めやかなつながりを、ていねいに解きほぐしていき
ます。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

山口大学時間学研究所
事務室
Tel:083-933-5848
Mail:jikann/atmark/yama
guchi-u.ac.jp

http://www.rits.yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第１５回埋蔵文化財資料館公開授業
「古代人の知恵に挑戦！
              －古代のお米をつくってみよ
う１０－」

6/6 11/14 山口大学農学部附属農場 稲作を中心とする古代人の生活を体験することにより、食と農において弥生時
代から現在まで受け継がれてきた知恵や環境を発見・体感するとともに、主食
として普段何気なく食べているお米の歴史と価値を再認識することを目的に実
施する全４回の公開授業です。
　第１回　　田植え　　第２回　　稲の観察，土器づくり
　第３回　　稲刈り，土器を焼く　第４回 　収穫祭，赤米を食べる

参加費：1・2回50円、3回
300円、4回450円（保険料
含む）
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

埋蔵文化財資料館
TEL:083-933-5035
E-mail:
yuam/atmark/yamaguchi
-u.ac.jp

http://yuam.oai.yamaguchi-
u.ac.jp/Shiryoukan.home/

山口大学 a08その他 b06地域社会貢献 山口県立山口博物館・山口大学埋蔵文
化財資料館連携事業特別展「半世紀の
遺跡調査から読み解く　先史・古代の
平川」

7/27 10/17 山口大学埋蔵文化財資料館 山口大学吉田キャンパスが所在する山口県山口市平川地区において発掘さ
れた埋蔵文化財の中から、地域史を語る上で欠かせない重要資料を展示する
ことにより、文字によって語られることのない平川の歴史を可視化する。

どなたでも自由にご覧いた
だけます。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

埋蔵文化財資料館
TEL:083-933-5035
E-mail:
yuam/atmark/yamaguchi
-u.ac.jp

http://yuam.oai.yamaguchi-
u.ac.jp/Shiryoukan.home/

山口大学 a08その他 b06地域社会貢献 平成27年度山口県大学ML連携展
「つなぐ」をテーマとした資料展示

11/1 1/29 山口大学埋蔵文化財資料館
山口大学総合図書館

平成27年度は，「つなぐ」をテーマに、各大学が所蔵学術資料を用いて展示活
動を実施します。
埋蔵文化財資料館は、収蔵する考古資料を用いた資料展示を行います。

どなたでも自由にご覧いた
だけます。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

埋蔵文化財資料館
TEL:083-933-5035
E-mail:
yuam/atmark/yamaguchi
-u.ac.jp
総合図書館
TEL:083-933-5192
E-mail:
li322/atmark/yamaguchi
-u.ac.jp

http://yuam.oai.yamaguchi-
u.ac.jp/Shiryoukan.home/
http://www.lib.yamaguchi-
u.ac.jp/index.php

山口大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「世界の教育改革と日本の教
育の動向－子供の貧困と教育格差の
問題を考える－」

10/3 10/24 山口大学 世界ではさまざまな教育改革が行われています。この講座は教育市場に競争
原理を導入した英国などの新自由主義的な教育改革、学び合いを中心とする
フィンランドの社会構成主義に基づく教育改革を概観しながら、我が国の教育
の現状と課題を考えます。

参加費：4,600円
申し込み方法：Ｗｅｂ申込
み，ＦＡＸ，電話，郵送

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域未来創生センター
Tel:083-933-5059
Mail:chiiki/atmark/yamag
uchi-u.ac.jp

http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「俵山を歩いて暮らしの伝承
を学ぶ」

10/10 10/11 俵山温泉
（山口県長門市）

長門市俵山は古くから湯治の場として知られています。その周辺では豊かな自
然にはぐくまれた農村の暮らしが展開されています。講義を聴き、街中で湯に
つかり、地元の人たちと交流し、また周囲を歩きながら湯治の街の暮らしを体
験し、地域の魅力を再発見してもらうのがこの講座の目的です。

参加費：4,200円
申し込み方法：Ｗｅｂ申込
み，ＦＡＸ，電話，郵送

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域未来創生センター
Tel:083-933-5059
Mail:chiiki/atmark/yamag
uchi-u.ac.jp

http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「ゼロから学ぶ特許のはなし
～これであなたも発明家」

10/20 11/10 山口大学 日々新しい商品や技術が生み出されています。この新しい技術等を開発する
には大変な努力がなされていますが、その努力の成果を守るために特許等の
産業財産権制度があります。身近な主婦のアイデア等も、この制度でしっかり
と守られています。この仕組みをわかりやすく解説いたします。

参加費：4,000円
申し込み方法：Ｗｅｂ申込
み，ＦＡＸ，電話，郵送

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域未来創生センター
Tel:083-933-5059
Mail:chiiki/atmark/yamag
uchi-u.ac.jp

http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「デジタルカメラ使いこなし講
座」

10/22 11/12 山口大学 デジタルカメラで効果的な写真資料を作成するための素材写真作りの講座で
す。すでに一般的になったデジタルスチルカメラですが、その特徴や仕組み、
画像の保存方式、機器特性に合った撮影方法などデジタルカメラを使った画像
作成に必要なノウハウを解説します。

参加費：5,400円
申し込み方法：Ｗｅｂ申込
み，ＦＡＸ，電話，郵送

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域未来創生センター
Tel:083-933-5059
Mail:chiiki/atmark/yamag
uchi-u.ac.jp

http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/#
http://www.hiroshima-u.ac.jp/bungaku/#
http://www.hiroshima-u.ac.jp/bungaku/#
http://www.hiroshima-u.ac.jp/gsbs/#
http://www.hiroshima-u.ac.jp/gsbs/#
http://www.rits.yamaguchi-u.ac.jp/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#
http://yuam.oai.yamaguchi-u.ac.jp/Shiryoukan.home/#


2016/2/8現在

開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

山口大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「外語の学び方を学ぶ-言語
学習の理論と実践」

11/7 11/8 山口大学 この講座では、大人になってからの外語学習の持つ意味を探るとともに、どの
ようにすれば、よりうまく言葉を学んでいけるのかということを考えていきます。
どのようにすれば、うまく言葉を学べるのか？先人の探求を参考に、さまざま
な方法を試して、ご自分に合った方法を見つけてみましょう。

参加費：4,000円
申し込み方法：Ｗｅｂ申込
み，ＦＡＸ，電話，郵送

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

地域未来創生センター
Tel:083-933-5059
Mail:chiiki/atmark/yamag
uchi-u.ac.jp

http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第３回山口大学ホームカミングデー 10/3 山口大学共通教育棟 卒業生と学生，教職員，山口大学と関わりのある方との結束と地域のきずなを
一層強めるために，各学部紹介，在学生によるイベント等を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c08卒業・修了生 総務部総務課
℡：083-933-5008
E-mail：sh012/atmark/
yamaguchi-u.ac.jp

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/

徳島大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 徳島大学生物資源産業学部キックオフ
シンポジウム 「徳島からイノベーション
を起こし日本を元気に」

10/10 徳島グランヴィリオホテル（徳島市） 徳島大学は、平成28年4月に新学部「生物資源産業学部」を設置する予定
である。この新学部は、生物資源を活かして「新たな産業の創出に貢献
できる人材」の育成を目指している。新学部が地域からの要請に応え得
る学部となるべく、地域、企業、教育など現場からの声を集め新しい産
業の創出による地域の活性化について考える。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者
を特定しない場合を含
む）

徳島大学総務部大学改
革推進課
Tel:088-656-8018
Mail:univreform.m/atmark
/tokushima-u.ac.jp

徳島大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 徳島大学大学院医歯薬学研究部市民
公開講座2015
「がんと戦う放射線～小さく見つけて優
しく治す～」

10/24 徳島大学長井記念ホール 市民を対象に「がんと戦う放射線～小さく見つけて優しく治す」をテーマとして、
がんの画像診断と放射線治療について専門的な立場から分かりやすく解説す
る。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

徳島大学大学院医歯薬
学研究部放射線治療学
分野
Tel:088-633-9051
Mail:ikushima/atmark/tok

徳島大学 a08その他 b03国際交流 まほろば国際プロジェクト 7/1 12/13 脇町劇場オデオン座（徳島県美馬
市）

文部科学省留学生交流拠点整備事業の活動。留学生らによるとくしま異文化
キャラバン隊が、国紹介、日本語劇を披露し、最後に参加者全員で交流する。
オデオン座という文化遺産を舞台に、演劇を楽しみ、留学生の国に触れ、交流
会ではいろいろなことを日本語で話してみるという機会を提供する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

徳島大学国際センター
Tel:088-656-7491
Mail:kokukokakuk/atmark
/tokushima-u.ac.jp

http://www.isc.tokushima-
u.ac.jp/caravan/

徳島大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b03国際交流 留学生交流拠点整備事業フォーラム
「多文化共生のまちづくり」

9/24 1/23 徳島大学けやきホール 平成25-27年度の留学生交流拠点整備事業報告会。3年に渡る活動を振り返
り新たな事業への展開を確認する。活動に関わった地域の方々、キャラバン隊
のメンバーからの活動報告 と会場に集まった人たちが「これからの多文共生
のまちづくり」に関しての意見を交換する場としてフォーラムを開催する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

徳島大学国際センター
Tel:088-656-7491
Mail:kokukokakuk/atmark
/tokushima-u.ac.jp

http://www.isc.tokushima-
u.ac.jp/caravan/

徳島大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 徳島大学薬学部薬用植物園一般開放 10/5 10/9 徳島大学薬学部
薬用植物園

薬用植物園は一般開放の期間を設け、地域住民への公開や啓発活動を行っ
ており、毎年およそ千人が来園している。園内では、徳島県出身で薬学の父と
いわれる長井長義博士が、咳止め成分「エフェドリン」を世界で初めて抽出した
マオウをはじめとする薬用植物や珍しい植物があり、また、徳島県や四国内で
絶滅しそうな植物の保存育成も行っている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

徳島大学薬学部薬用植
物園
Tel：088-642-1444
Mail：
isysoumu3c/atmark/toku
shima-u.ac.jp
 

http://www.tokushima-u.ac.jp/ph/

徳島大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

徳島大学祭（常三島祭，蔵本祭） 10/31 11/1 徳島大学　常三島キャンパス、蔵本
キャンパス

大学祭実行委員会企画による大学祭
（活動内容：予定）
常三島キャンパス
　模擬店，ステージ企画，コンサート，電気自動車展示，LED作品展示等
蔵本キャンパス
　模擬店，ステージ企画，コンサート，病理解剖展，模擬病院，歯科検診等

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 徳島大学学務部学生生
活支援課学生支援係
Tel：088-656-7086

徳島大学 a08その他 b06地域社会貢献 徳島ヴォルティスのアウェイ試合におけ
るパブリックビューイング

10/4 徳島大学地域連携大ホール 徳島大学スポーツボランティアサークル（Sport VIP）が主催となり、徳島ヴォル
ティスのアウェイ試合におけるパブリックビューイングを大学生および高校生を
対象に開催する。また、地元プロスポーツチームを活用した高大連携を促進さ
せる。

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 徳島大学総合科学部ス
ポーツ経営学研究室
tel:088-656-7286

鳴門教育大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 第6回日中教師教育学術研究集会 11/6 11/8 鳴門教育大学 鳴門教育大学と中国北京師範大学との間で隔年で相互開催している学術研
究集会である。今年度は，鳴門が開催地となっている。第６回日中教師教育学
術研究集会の主題は「教師教育の質保証，シンポジウムのテーマは「教師教
育の質保証とその取組－誰のための質保証か？－」としており，他に基調講
演，分科会を予定している。

事前申込書必要
集会参加費は無料，ただし
レセプション及び情報交換
会の参加費は有料

c07教育機関関係者 学生課国際交流係

鳴門教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 なるっ子わくわく教室「算数おもしろ教
室」

10/3 鳴門教育大学　Ｃ２会議室（自然棟
６Ｆ）

 算数についての内容を，遊びや活動の中から自分で見つけ，考えることを通
して，算数のおもしろさをあじわいましょう。学校の授業では出てこないような教
材を使って，算数の豊かさを実感してもらいます。

参加料：無料
事前申込が必要

c03小・中学生 社会連携課
地域連携係
088-687-6101
Mail:chiiki/atmark/naruto
-u.ac.jp

http://www.naruto-u.ac.jp/

鳴門教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 認証講座「こどもサポーター（読み聞か
せ）養成講座」

10/3 10/4 鳴門教育大学地域連携センター多
目的教室

　学校での教育活動支援のうち読み聞かせの支援者を養成する講座です。特
に絵本とその読み聞かせについて学びます。絵本のひみつ，① まるい大きな
正面顔（正面性・フロンタリティー），② 画面構成，③ 色彩，④ 絵本モンター
ジュ等と，読み聞かせのひみつ，① 母親語，②スキンシップ，欲求の充足等に
ついて講義します。また，子どもの発達と大人の関わり，子どもとは何か，ボラ
ンティアの役割についても講義します。（サポーター認証には，事前の「パート
ナー認証」及び別途手続き，認証料が必要です。認証手続きをせず，講座の
みの受講も可能です。）

受講料：4,500円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

社会連携課
地域連携係
088-687-6101
Mail:chiiki/atmark/naruto
-u.ac.jp

http://www.naruto-u.ac.jp/

鳴門教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 認証講座「こどもサポーター（小学校外
国語活動担当者・支援員）養成講座」－
外国語活動の発展的活動に役立つ指
導技能の向上を目指して－

10/24 10/25 鳴門教育大学地域連携センター多
目的教室

　小学校における外国語活動の担当者・支援員として，小学校外国語活動を
サポートするための知識，指導技能を身につけることをねらいとします。特に，
中学年を含む子どもの発達段階に合致した授業の工夫，教科化を見据えた文
字指導，クラスルーム・イングリッシュや絵本の活用法など，小学校で求められ
ている実践的な指導力を養います。（サポーター認証には，事前の「パート
ナー認証」及び別途手続き，認証料が必要です。認証手続きをせず，講座の
みの受講も可能です。）

受講料：4,500円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

社会連携課
地域連携係
088-687-6101
Mail:chiiki/atmark/naruto
-u.ac.jp

http://www.naruto-u.ac.jp/

鳴門教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 なるっ子わくわく教室「吉野川の石ころ
観察教室：ガーネットをゲット」

11/3 美馬郡つるぎ町ほか 徳島県の大地のなりたちを観察します。岩石が大きな力で曲げられたしゅう
曲，水の力で掘られたポットホールを見学し，最後に１月の誕生石であるガー
ネットを探します。

参加料：無料
事前申込が必要

c03小・中学生 社会連携課
地域連携係
088-687-6101
Mail:chiiki/atmark/naruto
-u.ac.jp

http://www.naruto-u.ac.jp/

鳴門教育大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 ペアレント・トレーニング 11/2
11/16
11/30
12/14

各10:00～11:30
（全4回）

鳴門教育大学セミナー室（地域連
携センター1F）

　なかなか注意しても聞いてくれないために，ついつい強く叱ってしまう。それが
かえってお子さんの反発を招いてしまい，子どもとどう付き合ったらいいのかわ
からない，どう対応したらいいのかわからない，ということはありませんか？ペ
アレント・トレーニングは，グループで行う子育て支援法で，お子さんの行動を
理解の仕方や適切な関わり方をグループのみんなで一緒に具体的に学んで
いきます。

受講料：3,000円
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

社会連携課
地域連携係
088-687-6101
Mail:chiiki/atmark/naruto
-u.ac.jp

http://www.naruto-u.ac.jp/

鳴門教育大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 平成27年度　鳴門教育大学小学校英
語教育センターシンポジウム

11/7 シビックセンターホール 鳴門教育大学では，平成１７年度に小学校英語教育センターを設置し，小学校
英語教育に関するカリキュラム開発，研修・支援プログラム開発等の取組みを
行っており，その事業の一つとして開催する。

参加費：無料
事前申込有

c06一般市民（対象者
を特定しない場合を含
む）

鳴門教育大学小学校英語
教育センタ-
Tel:088-687-6041
Mail:celees/atmark/naruto-
u.ac.jp

http://celees.naruto-u.ac.jp

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://celees.naruto-u.ac.jp/#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

香川大学 a01オープンキャ
ンパス等

b01教育 教育学部フェスティバル
未来からの留学生

10/11 香川大学幸町キャンパス（教育学
部）

「未来からの留学生2015」は、香川県の子どもたちを「未来からの留学生」とし
て大学に招き、大学という「学び」の場において学習や研究活動を体験してもら
う行事です。地域貢献、学生への学びの場の提供、教育学部の教員による子
どもの学び支援などを行うことを目的にしています。同時にオープンキャンパス
として、高校生に交流の機会を提供しています。

参加費：無料
事前申込型講座と自由参
加型講座がある。

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

教育学部学務係
087-832-1411

http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/

香川大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 第67回香川大学祭 10/30 11/1 香川大学幸町キャンパス 地域社会における「大学の公開の場」、あるいは「課外活動の成果発表の場」
として、また「大学の構成員相互の親睦の場」として位置づけられるものであ
り、学生による模擬店や課外活動団体による公演、地域の方々も参加できる
企画等、大学内の各施設で様々なイベントを実施します。

入場無料（一部有料企画あ
り）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

香川大学サークル連合
H.O.P　Tel：087-832-
1396

http://hopkagawauni.wix.com/hopk
adai

香川大学 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 2015香川大学オープンキャンパス 10/31 香川大学林町キャンパス（工学部） 受験生、一般住民を対象として大学施設を開放し、　①一般住民を対象とした
特別講演会、②模擬授業、③パネル展示による研究紹介、④研究室の公開及
び⑤受験生を対象とした入試相談を実施するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

香川大学工学部庶務係
Tel：087-864-2000

http://www.kagawa-
u.ac.jp/faculty/engineering/

香川大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 農学部収穫祭２０１５ 11/3 香川大学三木町農学部キャンパス
（農学部）

一般住民や高校生に対し、大学施設を開放し、①研究室等紹介、②農学部入
試相談会、③体験実習及び④学生企画コーナーを実施します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

香川大学農学部庶務係
Tel:087-891-3008
e-
mail:ashomut/atmark/jim.
ao.kagawa-u.ac.jp

http://www.ag.kagawa-u.ac.jp/

香川大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 肝臓病市民公開講座 11/29 サンサン館みき 一般住民の方を対象に、肝炎・肝がんに関する啓発活動及び最新の治療につ
いても情報提供を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医学部附属病院地域連
携室
tel:087-891-2468

香川大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 防災・日本再生シンポジウム「危機管理
シンポジウム－防災リーダーを育てる
地域連携の在り方－」

12/4 サンポートホール高松　第１小ホー
ル（高松市サンポート）

防災訓練企画・運営、防災まち歩き指導、学校防災アドバイザー、防災ワーク
ショップ進行係、防災図上訓練（ＤＩＧ）や避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）の指導員
等として、地域防災力向上に貢献できる場や機会を設け実践し、その活動成
果をシンポジウムで紹介する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

香川大学学術室研究協
力グループ
Tel:087-864-2523
mail:soumket/atmark/jim.
ao.kagawa-u.ac.jp

愛媛大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育

遺伝子組換え実験公開講座 8/4 8/5 愛媛大学学術支援センター遺伝子
解析部門

愛媛県内の高校生を対象に遺伝子組換え実験等の体験実習を行う。緑色蛍
光タンパク質を作る組換え大腸菌の作製や、試験管内でホタルの発光現象を
再現する実験を行い、実習を通して、遺伝子の働きや、生命活動におけるタン
パク質の働きなどについて学習する。

参加費：無料
事前申込必要

c02高校生 愛媛大学学術支援セン
ター遺伝子解析部門事
務　Tel:089-946-9757
Mail:hondo.kana.mf/atma
rk/ehime-u.ac.jp

http://www.ehime-
u.ac.jp/~CGR/

愛媛大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献

平成27年度公開実験講座「実験で学ぶ
尿の科学」

8/4 愛媛大学医学部第一ゼミナール
室・機能系実習室１

本講座は医学科1年生に実施している化学実習を高校生向けにアレンジしたも
ので、化学実験のおもしろさと共に、医学部についても興味を持ってもらうこと
を目的とする。自分の尿を検体として、尿中のタンパク質や糖質などを、色の
変化や沈殿物の生成等により検出する定性試験を行う。

参加費（保険）　100円 c02高校生 愛媛大学学術支援セン
ター（病態機能解析部
門）事務室
Tel:089‒960‒5460

詳細が決定後、学術支援センター
HPに掲載

愛媛大学 a03公開講座、市
民講座等 b06地域社会貢献

看護学生のための放射線講習会 8/24 愛媛大学医学部第一ゼミナール
室・機能系実習室１

本講習会は、将来放射線の医療現場で働くことが予想される看護学生に、放
射線に関する基本的な事項を学習する機会を提供する。

参加費　無料 c09その他 愛媛大学学術支援セン
ター・放射線教育支援室
Tel:089‒960‒5453

詳細が決定後、学術支援センター
HPに掲載

愛媛大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

プロテイン・アイランド・松山　国際シン
ポジウム2015「第１３回 松山国際学術
シンポジウム」

9/24 9/25 松山市男女共同参画推進センター
（COMS)

愛媛大学遠藤 弥重太特別栄誉教授の無細胞タンパク質合成技術を核として、
愛媛大学・愛媛県・松山市・松山商工会議所・愛媛経済同友会の5団体が主催
となり、国際シンポジウムを開催する。海外からの招聘講演者とともに、松山か
ら世界に向けたタンパク質研究に関する最新の情報発信や、研究拠点として
のアピールを行うもの。

参加費：無料
懇親会費：一般5,000円・学
生4,000円
事前申込必要

c01大学生・大学院生 愛媛大学プロテオサイエ
ンスセンター
Tel:089-927-9686
Mail:pim2015/atmark/pim
-sympo.jp

http://www.pim-sympo.jp/

愛媛大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献

プロテイン・アイランド・松山　国際シン
ポジウム2015「一般向け体験セミナー」

10/3 松山市総合コミュニティセンター
大会議室

愛媛大学・愛媛県・松山市・松山商工会議所・愛媛経済同友会の5団体が主催
となり、コムギ胚芽無細胞タンパク質合成系の基本をわかりやすく伝える体験
の場を、学生や教育関係者に提供することにより、全国の高校教育に取り入
れられる愛媛発の先端研究を紹介し、さらに科学の面白さも含めて、広く情報
発信を行うもの。

参加費：無料
事前申込必要

c02高校生 愛媛大学プロテオサイエ
ンスセンター
Tel:089-927-9686
Mail:pim2015/atmark/pim
-sympo.jp

http://www.pim-sympo.jp/

愛媛大学 a08その他

b01教育

子ども農業体験教室 10/3 10/4 愛媛大学農学部附属農場 小中学生を対象に「食」の大切さについて、ミカン狩り・稲刈り・野菜や花の種ま
き等をとおしてその生産現場である「農」を体験し、学んでもらうもの。

参加費：6,000円（宿泊・食
事・教材・保健代）
対象：小学3年生～中学3年
生（30名）
事前申込必要

c03小・中学生 農学部（食農教育セミ
ナー事務局）教授 上野
秀人
Tel:089-946-9808
Mail:shokunou/atmark/ag

未定

愛媛大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス

ヘルスアカデミー 10/4 いよてつ髙島屋
９階ローズホール

講演と質問コーナーなど
講師　　未定
演題未定

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

　いよてつ高島屋　ヘル
スアカデミー健康セミ
ナー係
　
担当：松田・鎌田
Tel:089-948-2437
FAX:089-948-2621
Mail:ekikaku/atmark/iyot
etsu-takashimaya.co.jp
　
愛媛大学附属病院　医
療サービス課　担当:梶
原
Tel:089-960-5900 (内
線：5099)

詳細が決定後、愛媛大学HPに掲
載予定

愛媛大学 a03公開講座、
市民講座等

b08市民サービス 「愛 いきいき健康フェア」 10/31 愛媛大学医学部看護学科棟 医療・看護の専門家とこれまで看護を学んできた看護学科の4年生（2年生も協
力します）が看護学科に来ていただいた地域にお住まいの老若男女の方々と
ふれ合い、これらの人々がより健康にいきいきと暮らせるための楽しい情報提
供や体験コーナーを企画しています。
＜プログラム＞
１．認知症関連のミニレクチャー：45分
２．各種の健康ブースでの身体測定や体験コーナー：120分
企画：７つ
① Ｌｅｔ’インフルエンザ撲滅
② 「減塩」＝「おいしくない」と思っていませんか？
③ 守ろう！あなたと私！
～南海トラフ地震への備えと災害発生時の救命救急～
④ おやつの達人
⑤ 脳内ウオッチ！～楽しく脳を鍛えよう～
⑥ 今日、貯骨（チョコツ）はじめます。－今からできる骨粗鬆症予防－
⑦始めよう終活！～私の大切なものを見つめなおす時間～
３．その他：チェアエクササイズ（運動コーナー）等

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

看護学科事務室
TEL 089-960-5422

詳細が決定後、愛媛大学HPに掲
載予定

愛媛大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b04産官学連携 プロテイン・アイランド・松山　国際シン
ポジウム2015「薬剤探索技術セミナー」

11初旬 愛媛大学プロテオサイエンスセン
ター

愛媛大学・愛媛県・松山市・松山商工会議所・愛媛経済同友会の5団体が主催
となり、コムギ胚芽無細胞タンパク質合成系を用いた新しい薬剤探索方法につ
いて、実技を伴ったセミナーを開催する。このことによって、意欲のある企業へ
本技術の具体的な技術の周知を図るとともに、関連企業や研究機関に広く情
報を発信するもの。

参加費：無料（飲食等の実
費は必要）
事前申込必要

c04企業関係者 愛媛大学プロテオサイエ
ンスセンター
Tel:089-927-9686
Mail:pim2015/atmark/pim
-sympo.jp

http://www.pim-sympo.jp/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/#
http://hopkagawauni.wix.com/hopkadai#
http://hopkagawauni.wix.com/hopkadai#
http://www.ag.kagawa-u.ac.jp/#
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愛媛大学 a03公開講座、
市民講座等

b08市民サービス ヘルスアカデミー 11/1 いよてつ髙島屋
７階キャッスルルーム

　講演と質問コーナーなど
講師　（抗加齢・予防医療センター）伊賀瀬准教授
演題未定

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

　いよてつ高島屋　ヘル
スアカデミー健康セミ
ナー係
　
担当:松田・鎌田
 TEL:089-948-2437
FAX:089-948-2621
Mail:ekikaku/atmark/iyot
etsu-takashimaya.co.jp
　
愛媛大学附属病院　医
療サービス課　担当:梶
原
Tel:089-960-5900　(内
線：5100)

詳細が決定後、愛媛大学HPに掲
載予定

愛媛大学 a08その他

b01教育

いきいき農場夢体験 11/7 愛媛大学農学部附属農場 子ども達とその保護者を対象に、ミカン狩り・牛とのふれあい・農耕車試乗・押
し花づくり・餅つき等をとおして親子で自然に親しみながら農業について学ぶも
の。

参加費：1,000円(保険・写
真・諸材料代）
参加対象者：小学生とその
保護者（50組）
事前申込必要

c03小・中学生 農学部会計チーム
Tel:089-946-9904
Mail:nokaikei/atmark/stu.
ehime-u.ac.jp

未定

愛媛大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動

第６回愛媛大学ホームカミングデイ 11/14 愛媛大学南加記念ホール 卒業生や退職教職員を対象に、大学の現状の紹介、在学生や教職員との交
流及び大学の施設や学生祭の見学を通して、母校への理解を深めてもらうこ
とを目的に実施するもの。

参加費：無料
参加対象者：卒業生及び退
職教職員

c09その他 総務部総務課　総務・法
規チーム
Tel:089-927-9013
Fax:089-927-9025
Mail:soumu/atmark/stu.e
hime-u.ac.jp

詳細が決定後、愛媛大学HPに掲
載予定

愛媛大学 a08その他

b11その他

愛媛大学　第22回　観て　さわって　科
学、体験2015フェスティバル

11/14 11/15 愛媛大学工学部 「自然科学やものづくりの素晴らしさを、体験を通して感じとってもらうことで、科
学・技術に関心をもち、出来得れば多くの子供たちに、将来の科学技術創造立
国の担い手として科学者・技術者の道を目指して欲しい」との目的で、平成６年
度から毎年開催するもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

工学部総務チーム
Tel:089-927-9675
Mail:koushomu/atmark/s
tu.ehime-u.ac.jp

http://www.eng.ehime-
u.ac.jp/admission/festival/

愛媛大学 a03公開講座、
市民講座等

b08市民サービス ヘルスアカデミー 11/23 いよてつ髙島屋
９階ローズホール

講演と質問コーナーなど
講師　腫瘍センター）薬師神教授
演題未定

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

　いよてつ高島屋　ヘル
スアカデミー健康セミ
ナー係
　
担当：松田・鎌田
Tel:089-948-2437
FAX:089-948-2621
Mail:ekikaku/atmark/iyot
etsu-takashimaya.co.jp
　
愛媛大学附属病院　医
療サービス課　担当:梶
原
Tel:089-960-5900　(内
線：5101)

詳細が決定後、愛媛大学HPに掲
載予定

愛媛大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 大学改革シンポジウム「国際化する大
学。国際化する仕事。」

10/26及び
11/19

愛媛大学南加記念ホール 愛媛大学は，「国際連携」を本学の４本柱の一つとして，推進している。従来，
本学の国際化は共同研究や留学生の受入を主として行ってきたが，近年，日
本人学生の海外派遣・グローバル人材としての育成にも力を入れている。今回
のシンポジウムは，開催日をテーマ別に2日に分け，それぞれ「国際化する大
学」「国際化する仕事」をテーマとして開催する。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 オープン・クラス 10/2 2/8 朝倉キャンパスほか 大学が開設している授業を一般に公開し、生涯学習に対する社会的要請に応
えるとともに、地域社会と大学との連携をますます深めようとするもの。毎年80
程度の講座を開放し、200名程度の参加者を得ている。

受講料：１科目あたり3,000
円

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学研究国際部地
域連携課
TEL：088-844-8454
FAX：088-844-8556
E-mail：
kokaikoza/atmark/kochi-
u.ac.jp

http://www.kochi-coc.jp

高知大学 a08その他 b06地域社会貢献 第９回　病院茶会 10/9 高知大学医学部附属病院（岡豊
キャンパス）

医学部裏千家茶道部の学生が中心となって、お抹茶とお菓子で秋の風情を楽
しんでいただくもの。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学医学部・病院事
務部総務企画課
TEL：088-880-2723

高知大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第35回　南風祭（みなかぜさい）（医学
部）

10/10 10/11 高知大学岡豊キャンパス 南風祭実行委員会企画による大学祭（岡豊ャンパス）
テーマ：一発、笑舞してみいや～みんなの目はあったかいんだからぁ。～
（活動内容：予定）
　体育館ライブ、名店街、模擬店、医療展（健康チェック等）、ステージ企画等

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学医学部・病院事
務部学生課学生支援係
TEL：088-880-2528

高知大学 a08その他 b06地域社会貢献 ジャズコンサート 10/24 高知大学医学部附属病院（岡豊
キャンパス）

ニューヨーク在住で、数々のビッグバンドで活躍しているクニ三上さんが率いる
バンドが、附属病院の外来玄関ホールを利用してジャズを中心としたコンサー
トを行います。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学医学部・病院事
務部総務企画課
TEL：088-880-2723

高知大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 （参考）秋の公開講座 10月（予定） 未定 （昨年度）
高知大学の教員等による教育研究成果の還元および人材育成のための秋の
公開講座

（昨年度）
参加要件は特になし。
受講料：無料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学研究国際部地
域連携課
TEL：088-844-8454
FAX：088-844-8556
E-mail：
kokaikoza/atmark/kochi-
u.ac.jp

http://www.kochi-coc.jp/

高知大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 南国市岡豊地区健康啓発講演会 10月（予定） 南国市岡豊ふれあい館 平成18年5月に締結された「高知大学医学部と南国市との連携事業に関する
覚書」に基づく健康啓発講演会で、10月期のテーマは未定。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学医学部・病院事
務部総務企画課
TEL：088-880-2221

高知大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 助産道場
(実践助産学課程：過疎地域体験プログ
ラム）

10月（予定） 高知県高岡郡梼原町
梼原学園（梼原町立梼原小学校・
中学校）予定

広い県土を持つ高知県は、全国に先行して過疎化が進んでいる。本学大学院
実践助産学課程では、学生たちが過疎地域に入り自ら体験しながら地域の課
題を検討し助産師の役割を考察する。これら既知の知識・技術を統合し、学生
の視点からみた地域住民の心身の健康維持・増進を支援できるイベントを毎
年梼原町で実施している。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学医学部看護学
科
TEL：088-880－2520
（代）

高知大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成27年度　南国市・高知大学農学部
教養講座

未定
（10月末～11月

初旬）

高知大学物部キャンパス 南国市と農学部が共催する教養講座です。
10月末～11月初旬にかけて2講座を開講します。
①題目検討中
②「炭を焼こう～炭焼き体験～」をテーマに簡易炭窯（ドラム缶）で炭を焼く体験
を行います。

（参考：H26年度要件）
南国市生涯学習課へ申込
み
①参加費：無料
②参加費：傷害保険代300
円

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学物部総務課総
務係
TEL：088-864-5114
E-mail：
km03/atmark/kochi-
u.ac.jp

高知大学 a07ホームカミングデー等b10同窓会活動 第6回ホームカミングデー 11/1 高知大学朝倉キャンパスほか 高知大学卒業生及び大学院修了生に、各種イベントを通じて、在学生との交
流を深めてもらう。

高知大学卒業生・大学院修
了生

c08卒業・修了生 高知大学総務部総務課
TEL：088-844-8116
E-mail：
ks04/atmark/kochi-

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.kochi-coc.jp/#
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高知大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 物部キャンパス一日公開 11/3 高知大学物部キャンパス 物部キャンパスに所在する農学部をはじめ、大学院総合人間自然科学研究科
農学専攻・黒潮圏総合科学専攻、海洋コア総合研究センター、総合研究セン
ター（遺伝子実験施設）等の教育研究施設の活動を、地域の方々により深く理
解していただくために、日頃の教育研究活動の一端を講義・実験・イベント等を
通じて紹介します。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学物部総務課総
務係
TEL：088-864-5114
E-mail：
km03/atmark/kochi-
u.ac.jp

高知大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 医学系３専攻大学院説明会 11/7 高知大学岡豊キャンパス 高知大学大学院には医学系の３専攻（医科学専攻（修士）・看護学専攻（修
士）・医学専攻（博士））があります。大学院説明会では、大学院の特徴や入試
に関する情報、さらには履修方法等の説明を行います。教室訪問（要事前予
約）もできますので研究室の雰囲気も体験できる機会となっています。

参加費：無料
研究室訪問を希望の場合
は要事前予約

c01大学生・大学院生 高知大学医学部・病院事
務部学生課大学院係
TEL：088-880-2799

高知大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第14回日本超音波治療研究会
（ＪＳＴＵ２０１５）

11/28 高知文化プラザかるぽーと 超音波治療に関連した医療および開発に携わる会員が、各種疾患に対して超
音波治療を安全確実に施行するため、基礎的臨床的研究、機器の開発等の
推進、健康福祉の発展に寄与することを目的に、研究発表並びに情報交換を
行う。

参加費：有料
事前申込不要

c09その他 ＪＳＴＵ２０１５事務局：高
知大学医学部整形外科
学教室
Tel: 088-880-2386
Mail
jstu2015/atmark/kochi-
u.ac.jp

http://jstu2015.kenkyuukai.jp/special
/?id=16830

高知大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 高知コアセンター講演会 11/28（予定） 高知県立県民文化ホール（グリー
ンホール）

一般市民を対象に、高知大学海洋コア総合研究センターと海洋研究開発機構
高知コア研究所が共同運営する高知コアセンターにおける研究をはじめとし
て、両機関が実施している研究について紹介し、海洋科学技術への興味を喚
起する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学研究国際部研
究推進課海洋コア室
Tel:088-864-6712
Mail:kk21/atmark/kochi-
u.ac.jp

http://www.kochi-u.ac.jp/marine-
core/index.html

高知大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 こどもと家族のきずなを育むサポートプ
ログラム
「アンスリール」

11月（予定） 高知大学岡豊キャンパス Parenting Educationの理念のもとに近隣地域在住の妊産婦及び乳幼児から思
春期までの子供を養育している家族を対象に母性小児の看護学科教員が運
営し、子育ての考え方や子供とのかかわり方を学び、悩みを共有して解決する
場を提供している。家族の力を引き出すエンパワメントプログラムを毎回異な
る視点から公開講座として提供している。

参加費：無料
事前申込要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学医学部看護学
科
TEL：088-880－2520
（代）

高知大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 高知大学防災推進センター（仮称）発足
記念シンポジウム「地域創生と防災を
考える」

12/5（予定） 未定 高知大学防災推進センター（仮称）発足記念シンポジウム 未定 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究推進課研究推進係
TEL:088-844-8891
Mail:kk03/atmark/kochi-
u.ac.jp

高知大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 人文社会科学部キックオフ・シンポジウ
ム

11/8 11/8 高新RKCホール 平成28年度に人文学部を人文社会科学部に再編するため、人文社会科学部
の紹介を交えながら、人文社会科学系学部の役割と課題を問い直すシンポジ
ウムを開催する。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

高知大学総務部総務課
人文事務室
TEL：088-844-8169
FAX：088-844-8354
Email：
gg01/atmark/kochi-

高知大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 農林海洋科学部キックオフ・シンポジウ
ム

11/23 11/23 高知会館 平成28年度に農学部を農林海洋科学部に再編するため、農林海洋科学部の
特色や各学科の紹介を行うシンポジウムを開催する。また、併せて今まで農学
部で取り組んできた事例の展示を行う。

特になし c02高校生 高知大学総務部物部総
務課
TEL：088-864-5114
FAX：088-864-5200
Email：
km03/atmark/kochi-
u.ac.jp

福岡教育大学 a01オープンキャ
ンパス等

b01教育 平成２７年度教育大へ行ってみよう！ 11/15 福岡教育大学 近年課題となっている「理科・数学離れ」や「ものづくり離れ」などの課題に対応
するため、実技や実験を重視した参加型内容とすることにより、子どもたちの
興味・関心をはぐくみ、学習の動機付けとなるような体験講座を実施する。

参加費：無料（一部材料費
等の購入あり）
事前申込不要

c03小・中学生 連携推進課
Tel:0940-35-1238
Mail:trenkei/atmark/fue.a
c.jp

http://www.fue.ac.jp

福岡教育大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第５０回福教大祭 11/21 11/22 福岡教育大学キャンパス 毎年学生で組織する実行委員会が企画し，開催しているイベントで，キャンパ
スを一般市民の方にも開放し，ステージライブや模擬店の出店，教室での展示
発表等を行っている。また，例年，教職員企画によるものづくり体験や，大学の
保護者説明会といったイベントも開催されている，今年度については，現在企
画検討を行っている段階である。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援課
Tel:0940-35-1754
Mail:gaksecho/atmark/fu
kuoka-edu.ac.jp

福岡教育大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 新学習指導要領を見据えた子供達の
新たな学びを担う教員の育成に向けた
シンポジウム

8/28 福岡教育大学アカデミックホール 本学の教育研究の成果を発信するとともに、同様の問題意識と関係の取組を
行おうとする者が一堂に会して教員養成・研修の在り方を研究協議する場とす
る。

参加費：無料
対象：大学，教育委員会，
小中高等学校の教職員

c07教育機関関係者

九州大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 高齢化社会に向けた課題への大学の
取組み　～認知症予防に関する最新研
究などの紹介～

10/31 電気ビル　本館カンファレンス大会
議室（福岡県福岡市中央区渡辺通
２－１－８２）

「高齢化社会に向けた課題への大学の取組み　～認知症予防に関する最新
研究などの紹介～」をテーマに、九州大学、福岡教育大学、九州工業大学で関
連研究を実施している研究者による講演とパネルディスカッションを行い、広く
一般に大学の研究活動を知ってもらう機会とします。

参加費：無料
事前申込要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

福岡教育大学連携推進
課
Tel：0940-35-1540
Mail：

九州大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b04産官学連携 産学官連携・事例研究～地方創生プロ
ジェクトを成功に導く条件とは～

10/7 電気ビル　みらいホール（福岡県福
岡市中央区渡辺通２－１－８２　電
気ビル共創館）

急激な人口減少による地方自治体の消滅の危機が叫ばれる中、大学が自治
体や産業界と一体となって地域の問題解決に取り組む姿勢を示す観点から、
産業集積、公共施設マネジメント、オープンデータ、日本版CCRCという４つの
テーマについて、産学官による事例研究発表を行い、広く一般に大学の役割を
認識してもらう機会とします。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

九州大学産学・社会連携
課
連携事業推進係
Tel：092-832-2123
Mail：
sosrenkei/atmark/jimu.k

http://planqd.kyushu-u.ac.jp/blog/

九州大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 公開講座「知りたい環境の今と未来」 10/17 10/24 九州大学伊都キャンパス　CE40棟
2階セミナー室

近年、エネルギーや環境問題は社会において最優先事項となっており、一般
市民にとってもその現状や将来に関する情報のニーズは高まってる。そこで、
そのニーズに応えるため、いくつかのトピックに絞って専門家による一般市民
向けの公開講座を行います。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

九州大学大学院工学研
究院附属循環型社会シ
ステム工学研究センター
Tel: 092-802-3560
Mail:office/atmark/ries.k
yushu-u.ac.jp

http://www.ries.kyushu-u.ac.jp/

九州大学 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 石炭(黒いダイヤ)の魅力 6/27 3/19 大牟田市石炭科学館 近代日本の発展をエネルギー面から支えたのは石炭、大牟田市は、かつてわ
が国最大の炭鉱のまちでした。石炭科学館は石炭の歴史に出会う旅を提供し
ています。この活動は世界でも屈指の資源教育機関である九州大学地球資源
システム工学と石炭科学館とのコラボレーションの一貫として、毎月１回市民講
座を実施し、石炭の必要性や魅力を一般市民に公開するものです。
開催日：6/27,7/25,8/29,9/26,10/31,11/28,12/19,1/30,2/27,3/19

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

大牟田市石炭産業科学
館
TEL 0944-53-2377

http://www.sekitan-omuta.jp/top.html

九州大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 公開講座「伊都キャンパス周辺の水辺
の環境と生き物展」

11/21 九州大学伊都キャンパス 九州大学伊都キャンパスの近くで見られる水辺の生き物の水槽展示や解説を
行う。あわせて、九州大学の土木系教室で取り組んでいる川の環境再生につ
いての研究等について紹介する。また、子供たちを対象としたオプション企画と
して、生き物の写真やイラストを使ったオリジナルカンバッジ作成を行う。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

九州大学土木系教室同
窓会（壬子会）事務局
Tel:092-807-0950
Mail:jinshikai/atmark/doc
.kyushu-u.ac.jp

http://jinshikai.web-dousoukai.com/

九州大学 a04サイエンスカ
フェ等

b06地域社会貢献 九州大学地球資源システム工学部門
オープンキャンパス in 大牟田

10/17 10/18 大牟田市石炭科学館 「２０年前まで三池炭鉱で育まれ、閉山後、世界に技術移転、2015年、ついに
大牟田に帰ってきた九州大学地球資源研究チームの公開講座」というタイトル
で移動型オープンキャンパス形式を行い、大牟田近隣の中高生向け公開講座
や九州大学地球資源システム工学部門の研究活動を広く一般に公開するも
の。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

福岡県大牟田市石炭産
業科学館
TEL 0944-53-2377

http://www.sekitan-
omuta.jp/top.html

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://jstu2015.kenkyuukai.jp/special/?id=16830#
http://jstu2015.kenkyuukai.jp/special/?id=16830#
http://www.fukuoka-edu.ac.jp/lifelongstudy/pdf/2012-20.pdf#
http://www.ries.kyushu-u.ac.jp/#
http://www.sekitan-omuta.jp/top.html#
http://jinshikai.web-dousoukai.com/#
http://www.sekitan-omuta.jp/top.html#
http://www.sekitan-omuta.jp/top.html#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

九州大学 a06大学祭等 b02研究 サイエンスワールド2015 11/22 11/23 九州大学伊都キャンパス 将来を担う生徒児童や、地域の一般市民の方々に、科学技術への関心および
理解を深めてもらうことを目的として、本学工学部の機械系で行われている研
究内容に関連した展示および実演や、機械技術をテーマとした学生の課外活
動の紹介など、科学技術に関する研究活動および関連する展示物を一般公開
します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

九州大学大学院工学研
究院　機械工学部門（顧
問：田原健二）
Tel: 092-802-3238
Mail:tahara/atmark/mech
.kyushu-u.ac.jp

http://www.mech.kyushu-
u.ac.jp/j/open.html

九州大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 九州大学ホームカミングデー＆アラム
ナイフェス２０１５

10/17 九州大学伊都キャンパス椎木講堂
等

同窓生の皆様に、過去、現在、未来へと続く本学の姿をご覧いただくことを目
的に開催し、第10回目となる今回は、講演会や交歓会、バスツアー等を実施し
ます。
また、同時開催する福岡同窓会アラムナイフェスは、会員相互の親睦・交流の
場として、学部の枠を超えた同窓生相互の交流を図ります。

事前申込必要
※詳細はURLに順次公開

c08卒業・修了生 九州大学総務部基金事
業課
同窓生係
Tel:092-802-2156
Mail:sychome-
come/atmark/jimu.kyush
u-u.ac.jp

http://www.kyushu-
u.ac.jp/event/home_coming_day/index
.php

九州工業大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 理数教育支援センター10周年記念講座
（仮題）

10/3 九州工業大学戸畑キャンパス 未定 参加費：無料
事前申込

c06一般市民（対象者
を特定しない場合を含
む）

理数教育支援センター
TEL 093-884-3696
E-mail
inquire/atmark/sec.kyute
ch.ac.jp

九州工業大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第8回九工大わくわく科学教室（未） 10/17(予定) 九州工業大学情報工学部
(飯塚キャンパス)

未定 参加費：無料
事前申込

c02高校生
c03小・中学生

理数教育支援センター飯
塚分室
大原　梨紗
TEL:0948-29-7527 (内
線：7527)
ohara-
r/atmark/jimu.kyutech.ac
.jp

九州工業大学 a08その他 b06地域社会貢献 ISGフェスタ 10/31 九州工業大学情報工学部
(飯塚キャンパス)

このイベントでは、ＩＳＧ（飯塚サイエンスギャラリー）に展示されている昔懐かし
いコンピュータやゲーム、それから最新の機器まで、様々なものを見て、ふれ
ることができる。また、基調講演や研究内容の展示・実演、研究施設の見学な
ど、日頃体験出来ない”情報工学部”を楽しんでいただけるイベントとなってい
る。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者
を特定しない場合を含
む）

情報工学部
広報室
Tel:0948-29-7509
Mail:staff/atmark/pr.iizuk
a.kyutech.ac.jp

http://www.iizuka.kyutech.ac.jp/scien
ce-gallery/

九州工業大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

工大祭 11/21 11/22 九州工業大学戸畑キャンパス、飯
塚キャンパス

学科展、サークル展等の実施や体験コーナーを設けて、地域の方々に九州工
業大学を紹介する予定。
現在、企画展については、各キャンパスの実行委員会で検討を行っている。

参加要件なし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

九州工業大学学務部学
務課学生支援係
ＴＥＬ：093-884-3050

佐賀大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第18回佐賀大学大学祭 11/7 11/8 佐賀大学本庄キャンパス内 佐賀大学本庄キャンパス内での学園祭 参加費：無料（一部有料あ
り）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

佐賀大学学生生活課
Ｔel:0952-28-8175

佐賀大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 緩和ケア特論（公開授業） 5/21 6/11 佐賀大学医学部臨床小講堂3113 がん患者さんは，身体的苦痛・精神心理学的苦痛・社会的苦痛・スピリチュア
ルな苦痛などを伴っているため，患者さん個人だけでなく患者さんを取り巻く
諸々の環境を含めた全人的理解および全人的ケアが必要です。
本講義では，さまざまな角度から緩和ケアおよび死生観について考えていきま
す。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

佐賀大学医学部学生
サービス課
Tel:0952-34-3336
Mail:gkseiin/atmark/mail.
admin.saga-u.ac.jp

http://www.gsmed.saga-
u.ac.jp/master_medical/index.html

佐賀大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 健康スポーツ医学特論（公開授業） 7/1 7/22 佐賀大学医学部臨床小講堂3114 本授業では，健康スポーツ医学の基本的な知識を整理し，最新の情報をわか
りやすく紹介します。
（テーマ）健康増進・生活習慣病予防，介護・認知症予防，慢性疾患, 遺伝子と
運動など

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

佐賀大学医学部学生
サービス課
Tel:0952-34-3336
Mail:gkseiin/atmark/mail.
admin.saga-u.ac.jp

http://www.gsmed.saga-
u.ac.jp/master_medical/index.html

佐賀大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 佐賀大学附属図書館「図書館月間
2015」
幕末・明治期の佐賀の文化遺産（仮題）

講演会等

11/1 11/30 佐賀大学附属図書館 佐賀市の三重津海軍所跡を含む「明治日本の産業革命遺産」がユネスコによ
る世界文化遺産への登録勧告を受けたことを受け、この機に幕末・明治期の
佐賀の文化遺産についての講演会や資料展示を行うことにより、広く一般市民
に佐賀の文化遺産のことを知ってもらおうとするもの。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

附属図書館
Tel:0952-28-8902
soumu/atmark/lib.saga-
u.ac.jp

http://www.lib.saga-u.ac.jp/

佐賀大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 佐賀大学経済学部卒業生のつどい 10/24 経済学部5番講義室
大学会館多目的ホール

佐賀大学経済学部創立50周年を記念し、卒業生・修了生とＯＢ教員とを招き、
現役教員・学生との交流を図るとともに、佐賀大学経済学部の意義を広く社会
へ伝えるものである。

交流会：事前申込不要
懇親会：事前申込必要

いずれも参加費は無料

c08卒業・修了生 交流会：佐賀大学経済学
部総務係
電話 0952-28-8413
メール
kurokiy/atmark/cc.saga-
u.ac.jp

懇親会：佐賀大学楠葉同
窓会
電話 0952-23-1253
メール
dosokai/atmark/ai.is.sag
a-u.ac.jp

http://www.eco.saga-
u.ac.jp/index.php?2015%C7%AF%2F%A
5%DB%A1%BC%A5%E0%A5%AB%A5%DF
%A5%F3%A5%B0%A5%C7%A1%BC

佐賀大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b03国際交流 東アジア経済シンポジウム 10/23 佐賀大学文化教育学部多目的室 佐賀大学経済学部と主に東南アジアの学術協定大学との間の研究交流活動
を、本学部・本研究科の教育に有機的につなげるために1990年から行ってきた
事業である。
現代社会の経済的問題を取り上げ、共同研究の成果を英語・日本語で公表す
ることにより、アジアの発展に対する人的資源育成、特に質の高い大学教育の

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

佐賀大学経済学部総務
係
電話 0952-28-8413

http://www.eco.saga-
u.ac.jp/index.php?%B8%A6%B5%E6%A1
%A6%A5%B7%A5%F3%A5%DD%A5%B8%
A5%A6%A5%E0#e3de1cc9

熊本大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b05男女共同参画 平成27年度女性研究者研究活動支援
事業(拠点型）シンポジウム

10/26 熊本大学工学部百周年記念館 女性研究者がライフイベントと研究を両立し、キャリアアップしていくために必
要な支援やネットワークとは？「グローカル共生社会～女性リーダーを育む環
境を考える～」をテーマに講演会(講師：独ハレ大学ゲジーネ・フォリヤンテ教
授）とパネルディスカッションを行う。行政・民間企業からのパネリストも招聘し
て開催。

参加費：無料
事前申込不要
託児有り(要予約）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

男女共同参画推進室
拠点型事務室
℡096‐342-3976
mail:kyoten/atmark/kum
amoto-u.ac.jp

http://gender.kumamoto-u.ac.jp/
http://genderkyoten-ku.jp/

熊本大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第１０回熊本大学ホームカミングデー 10/31 熊本大学黒髪キャンパス 本学卒業生が母校に集い、母校の近況を直接見聞きしていただくとともに、恩
師や学友との親睦を深めていただく中で母校との絆をさらに強めてもらうことを
目的とする。
学内施設や先端研究の見学の後、学生のアトラクション等、卒業生と在学生の
交流会（パーティ）を実施する。

参加要件:本学の卒業生、
修了生
申込方法:FAX、電子メール
等により事前申し込み

c08卒業・修了生 運営基盤管理部総務ユ
ニット
TEL:096-342-3116
FAX:096-342-3110
Mail:kuma-
hcd//atmark//jimu.kuma
moto-u.ac.jp

http://www.kumamoto-
u.ac.jp/sotsugyousei/home_coming

熊本大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第4回紫熊祭 11/1 11/3 熊本大学黒髪キャンパス 学生が様々な企画を行い、野外ステージや屋内サークル活動の成果を発表す
る。その他、模擬店の出店や紫熊祭実行委員会の企画なども行う。

特になし
事前申込不要

c01大学生・大学院生 紫熊祭実行委員会
TEL:096-342-2182
mail:festival.sigma/atmar
k/gmail.com

熊本大学 a05演奏会等 b06地域社会貢献 第31回熊本大学附属図書館貴重資料
展公開講演会/第10回永青文庫セミ
ナー
「細川家臣・道家家の幕藩初期と明治
維新（仮）」関連の講演会/セミナー

11/1 熊本大学附属図書館１階
ラーニングコモンズ（アクティブエリ
ア）

貴重資料展のテーマに沿った講演会/セミナーを、会期初日に開催する。
＜主催：熊本大学附属図書館・文学部附属永青文庫研究センター＞

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

熊本大学附属図書館
総務担当
Tel：096-342-2213
Mail：tos-
somu/atmark/jimu.kuma
moto-u.ac.jp

http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/j/open.html#
http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/j/open.html#
http://www.iizuka.kyutech.ac.jp/science-gallery/#
http://www.iizuka.kyutech.ac.jp/science-gallery/#
http://www.gsmed.saga-u.ac.jp/master_medical/index.html#
http://www.gsmed.saga-u.ac.jp/master_medical/index.html#
http://www.gsmed.saga-u.ac.jp/master_medical/index.html#
http://www.gsmed.saga-u.ac.jp/master_medical/index.html#
http://www.lib.saga-u.ac.jp/#
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?2015%C7%AF%2F%A5%DB%A1%BC%A5%E0%A5%AB%A5%DF%A5%F3%A5%B0%A5%C7%A1%BC#
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?2015%C7%AF%2F%A5%DB%A1%BC%A5%E0%A5%AB%A5%DF%A5%F3%A5%B0%A5%C7%A1%BC#
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?2015%C7%AF%2F%A5%DB%A1%BC%A5%E0%A5%AB%A5%DF%A5%F3%A5%B0%A5%C7%A1%BC#
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?2015%C7%AF%2F%A5%DB%A1%BC%A5%E0%A5%AB%A5%DF%A5%F3%A5%B0%A5%C7%A1%BC#
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?%B8%A6%B5%E6%A1%A6%A5%B7%A5%F3%A5%DD%A5%B8%A5%A6%A5%E0#e3de1cc9
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?%B8%A6%B5%E6%A1%A6%A5%B7%A5%F3%A5%DD%A5%B8%A5%A6%A5%E0#e3de1cc9
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?%B8%A6%B5%E6%A1%A6%A5%B7%A5%F3%A5%DD%A5%B8%A5%A6%A5%E0#e3de1cc9
http://www.eco.saga-u.ac.jp/index.php?%B8%A6%B5%E6%A1%A6%A5%B7%A5%F3%A5%DD%A5%B8%A5%A6%A5%E0#e3de1cc9
http://genderkyoten-ku.jp/#
http://genderkyoten-ku.jp/#
http://www.kumamoto-u.ac.jp/sotsugyousei/home_coming#
http://www.kumamoto-u.ac.jp/sotsugyousei/home_coming#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

熊本大学 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 第31回熊本大学附属図書館貴重資料
展
「細川家臣・道家家の幕藩初期と明治
維新（仮）」

11/1 11/3 熊本大学附属図書館１階
古文書閲覧室

熊本大学附属図書館が所蔵する貴重資料を展示し、一般に紹介するもの。第
31回となる資料展は、熊本藩主細川旧臣家に伝来した古文書群の中から、
「細川家臣・道家家の幕藩初期と明治維新（仮）」をテーマとする。
＜主催：熊本大学附属図書館・文学部附属永青文庫研究センター＞

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

熊本大学附属図書館
総務担当
Tel：096-342-2213
Mail：tos-
somu/atmark/jimu.kuma
moto-u.ac.jp

http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/

熊本大学 a01オープンキャ
ンパス等

b08市民サービス 夢科学探検２０１５ 11/1 熊本大学黒髪キャンパス南地区 科学の振興と理科離れ対策を目的として、理学部・工学部・自然科学研究科の
研究内容を、小、中学生・高校生、保護者及び一般市民向けに、科学の面白
さ・不思議さを楽しんでもらうため、演示実験、また、学生が作製した作品の展
示、その他、関連イベント等も行います。

参加費：無料
事前申し込み不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

熊本大学工学部教務担
当
℡：０９６－３４２－３５２２

http://www.chem.kumamoto-
u.ac.jp/act/yume_index.html

熊本大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b03国際交流 ISAMMDoF2015
2nd Onternational Symposium on
Advanced Materials Having Multi-
Degrees-of-Freedom
第2回多自由度を内包した新規物質の
国際シンポジウム

11/2 11/3 理学部3号館2F D201 他 この国際シンポジウムでは、様々な機能を発現する新規物質において、構造、
電子状態、活性サイト、超イオン導電体、多層構造、アモルファス物質などに内
包する多自由度の役割・機能、ならびに極限環境における極限測定や解析法
について、最先端研究の成果を討議する。

参加費：無料
事前申込不要

c07教育機関関係者 パルスパワー科学研究
所・極限物性物理分野・
赤井一郎
Tel: 096-342-3296
Mail:
iakai/atmark/kumamoto-
u.ac.jp

http://phys.ipps.kumamoto-
u.ac.jp/ISAMMDoF2/index.html

熊本大学 a08その他 b06地域社会貢献 平成27年度地下の文化財速報展示
（仮）

11/2 3/31 熊本大学埋蔵文化財調査センター
展示室

本学構内では例年、開発事業によって遺跡が破壊される場合は、事前に埋蔵
文化財の発掘調査を実施している。本センターでは、黒髪キャンパスで調査し
た縄文時代の遺跡、および本荘キャンパスで検出した江戸時代の用水路であ
る「三の井出」に関するものなど、平成26年度に実施した発掘調査の成果を広
く一般に公表する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

埋蔵文化財調査センター
Tel:096-342-3832

http://www.kumamoto-
u.ac.jp/organizations/maibun/

熊本大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 地域防災セミナー 11/5 くまもと県民交流館パレア(熊本市
中央区手取本町8番9号)

死者・行方不明者３万人近くにおよぶ人類史上、類を見ない大規模自然災害と
なった東日本大震災は、国民の自然災害に対する関心を急速に高めるととも
に将来何年にもわたり国民一人一人が被災地域の復興と我が国再生のため、
なお一層の努力が求められるであろうことを知る機会となった。被災者はじめ
被災地域にとっては大変不幸な出来事であったが、これを教訓として、本学
は、普段、私たちの住む地域における様々な自然災害への対策について、講
演、パネルディスカッション及び質疑応答による市民との対話を通じ防災に関
する市民の意識啓発の場とするとともに地域の学術研究拠点、すなわちリジョ
ナルセンターとしての役割と使命を再認識する機会としたい。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者
を特定しない場合を含
む）

減災型社会システム実
践研究教育センター
Tel096-342-3489
Mail:gensai2/atmark/kum
amoto-u.ac.jp

http://iresc.kumamoto-u.ac.jp

熊本大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第37回　生体膜と薬物の相互作用シン
ポジウム

11/19 11/20 熊本大学薬学部　大江キャンパス 本シンポジウムは薬学会の主催するシンポジウムの中でも最も長い歴史を持
ち、全国から著名な研究者が参加する。生体膜と薬物の相互作用の解明は創
薬基盤として益々重要性を増してきており、生体膜と薬物の相互作用をキー
ワードとして、創薬、薬物代謝、トランスポーターの構造と機能等についての話
題提供と討論を行う。

事前登録参加費
一般：6000円
学生：3000円

c07教育機関関係者 TEL/FAX 096-371-4329
seitaimaku37/atmark/oht
suki-lab.jp

https://maku37.wordpress.com/

熊本大学 a08その他 b01教育 ひらめき★ときめきサイエンス 11/1 熊本大学　薬学部宮本記念館 小学５、６年生を対象に、植物の面白さを、実験、観察等を通じ体験してもらう。
科学に興味を持ち、熊本大学等の理系学部への進学を促す。

参加費：無料
事前申込：必要

c03小・中学生 薬学部　薬用資源エコフ
ロンティセンター
Tel:096-371-4381
Mail:yaharas1/atmark/gp
o.kumamoto-u.ac.jp

http://www.pharm.kumamoto-
u.ac.jp/flower/

熊本大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 月例薬用植物園　薬用植物観察会 10/3、11/7 熊本大学　薬学部　薬用資源エコフ
ロンティアセンター（薬用植物園）

薬用植物の面白さをして知ていただく 参加費：１００円
事前申込：不要（前もって連
rなクを頂けると嬉しい）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

薬学部　薬用資源エコフ
ロンティセンター
Tel:096-371-4381
Mail:yaharas1/atmark/gp
o.kumamoto-u.ac.jp

http://www.pharm.kumamoto-
u.ac.jp/flower/

熊本大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 月例　初級漢方とハーブ勉強会 10/26、11/16 熊本大学　薬学部　蕃滋館２F研修
室

漢方に関する知識を少しでも一般の方々に啓発する 参加費：１００円
事前申込：不要（前もって連
rなクを頂けると嬉しい）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

薬学部　薬用資源エコフ
ロンティセンター
Tel:096-371-4381
Mail:yaharas1/atmark/gp
o.kumamoto-u.ac.jp

http://www.pharm.kumamoto-
u.ac.jp/flower/

熊本大学 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 月例　傷寒論勉強会 10/8、11/12 熊本大学　薬学部　薬用資源エコフ
ロンティアセンター　管理棟２Fセミ
ナー室

傷寒論の本を用い、漢方に関する知識を少しでも一般の方々に啓発する 参加費：１００円
事前申込：不要（前もって連
rなクを頂けると嬉しい）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

薬学部　薬用資源エコフ
ロンティセンター
Tel:096-371-4381
Mail:yaharas1/atmark/gp
o.kumamoto-u.ac.jp

http://www.pharm.kumamoto-
u.ac.jp/flower/

熊本大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 くまもと地方産業創生センター　キック
オフシンポジウム
「地方創生を推進する大学の新しい取
り組み」

11/4 くまもと森都心プラザ 地方創生を目指した取り組みを推進するために新たに設置した「くまもと地方
産業創生センター」のキックオフシンポジウムを実施し、「地方創生を推進する
大学の新しい取り組み」について発信する。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

宮崎大学 a08その他 b06地域社会貢献 宮大の日 9/13 交流プラザきよたけ「四季の夢」、
清武町文化会館

宮崎大学の教育研究に関する取組や学生サークル活動等の紹介を通して、
地域の方々に宮崎大学をより身近に感じていただくことを目的に開催する。

参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

企画総務部総務課広報
係
Tel:0985-58-7114
Mail:kouhou/atmark/of.m

宮崎大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 看護部公開講座
　～看護師が行う呼吸理学療法・褥瘡
予防のスキンケア

10/31 宮崎大学　医学部
総合教育研究棟

広く宮崎県民の方々の健康増進に寄与することを目的として開設する。医学部
附属病院看護部職員が修得した呼吸理学療法と褥瘡予防の技術を伝授する
ことにより宮崎県内の看護のレベルアップを図る。

参加費：6,200円
事前申込：要

c09その他 研究国際部
産学・地域連携課
Tel:0985-58-7188
Mail:m-
chiiki/atmark/of.miyazaki
-u.ac.jp

http://www.miyazaki-
u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/dai
gaku-kaihojigyou.htm

宮崎大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第１１回清花祭 11/13 11/15 宮崎大学　木花キャンパス、清武
キャンパス

宮崎大学学生と地域住民の交流の場として、木花・清武両キャンパスで毎年１
１月に３日間にわたり実施している。例年、特別講演会、市内みこしパレード、
模擬店、ステージイベント、コンサート、研究発表企画等、子供から大人まで幅
広い層が楽しめるよう様々なイベントを行っている。

参加費：無料
原則事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生支援部学生生活支
援課
Tel:0985-58-7135
Mail:kousei/atmark/of.mi
yazaki-u.ac.jp

http://kiyokasai.com/

（９月開設予定）

宮崎大学 a08その他 b06地域社会貢献 みやだい Waku Waku 体験 Day 11/14 11/15 宮崎大学　木花キャンパス、清武
キャンパス

宮崎大学では大学開放日を毎年11月の土・日曜日に設け、特色のある諸事業
を通じて地域の人々と大学との交流を深め、大学を身近な存在として感じても
らうために、大学の施設を開放している。当日は、全学部のキャンパス、研究
室、附属施設等を市民一般に開放し、体験講義・実験・農産物の収穫体験や
販売、学生サークル行事等の事業を行う。

参加費：無料
事前申込：不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

研究国際部
産学・地域連携課
Tel:0985-58-7188
Mail:m-
chiiki/atmark/of.miyazaki
-u.ac.jp

http://www.miyazaki-
u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/
daigaku-kaihojigyou.htm

宮崎大学 a07ホームカミン
グデー等

b10同窓会活動 第5回宮崎大学ホームカミングデイ
～卒業生の集い～

11/14 宮崎大学木花キャンパス 卒業生の皆様に「母校宮崎大学」に集い、母校の近況に触れ、懐かしい
恩師や学友との交流親睦を深めていただき、相互の発展と連携につな
げていくために、大学が卒業生の皆様をお招きするもの。

参加費：2,000円（予定）
事前申込必要

c08卒業・修了生 宮崎大学同窓会連合会
事務局（企画総務部総務
課）
Tel:0985-58-2854
Fax:0985-58-2886
Mail:dousou-
rengo/atmark/of.miyazak

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.kumamoto-u.ac.jp/organizations/maibun/#
http://www.kumamoto-u.ac.jp/organizations/maibun/#
http://www.aaa.bbb.ccc/#
https://maku37.wordpress.com/#
http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/daigaku-kaihojigyou.htm#
http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/daigaku-kaihojigyou.htm#
http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/daigaku-kaihojigyou.htm#
http://kiyokasai.com/#
http://kiyokasai.com/#
http://kiyokasai.com/#
http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/daigaku-kaihojigyou.htm#
http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/daigaku-kaihojigyou.htm#
http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/hpdata2010/chiiki/daigaku-kaihojigyou.htm#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

宮崎大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 第5回国際シンポジウム　-迫り来る感
染症への備え（人獣共通感染症）-

11/13 宮崎観光ホテル 動物と人の両方への感染が問題となる人獣共通感染症に焦点を当て、
このような感染症の東南アジアにおける現在の蔓延状況、研究成果、今
後の防疫対策に有用となる情報を公開し、議論を深める機会とする。

参加費：無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

鹿児島大学 a08その他 b01教育 鹿児島大学出前授業 4/1 12/31 申込のある高等学校
（九州圏内）

高校生に大学における高度な教育・研究に触れる機会を提供することにより、
高校生の個々の能力や適正の伸張を図るとともに、大学に対する理解を深め
てもらうことを目的としており、高大連携の一貫として、高校側で企画し、本学
から教員を派遣して実施している。

事前申込必要
教員の派遣に係る旅費（鹿
児島県内（鹿児島市を除く）
は、年間2名まで本学負担。
県外は、高校負担。ただし、
前年度50名程度の受験生
があった場合は、年間2名
まで本学負担。

c02高校生 学生部教務課大学院係
Tel:099-285-7346
Fax:099-285-8808
Mail:kdaigaku/atmark/ku
as.kagoshima-u.ac.jp

http://www.kagoshima-
u.ac.jp/exam/demae.html

鹿児島大学 a08その他 b02研究 鹿児島大学総合研究博物館第15回特
別展
「成川土器ってなんだ？-鹿大キャンパ
スの遺跡で出土する土器-」

9/30 10/27 鹿児島大学中央図書館
ギャラリーアトリウム

鹿児島大学構内でもっとも中心的な出土品は、1,300～1,700年ほど前の成川
式土器です。この土器はこの時代の他地域の土器と比べてかなり独特な鹿児
島オリジナルの土器です。この土器を軸に、鹿児島の古代文化に焦点を当て、
鹿児島大学構内遺跡の調査成果を紹介します。

入場無料 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

鹿児島大学総合研究博
物館
tel 099-285-8141

http://www.museum.kagoshima-
u.ac.jp/

鹿児島大学 a08その他 b06地域社会貢献 無料法律相談 10/1 11/30 鹿児島大学郡元キャンパス　総合
教育研究棟７階
司法政策教育研究センター

弁護士及び法科大学院教員による無料法律相談（学生の実習を兼ねてい
る。）
毎月２回程度開催。（具体的な日時は研究科ホームページ上で案内）

電話による事前予約制 c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

法文学部専門職大学院
係　Ｔｅｌ:099-285-7504

http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 シンポジウム「安心して離島で子どもを
産み育てるために」

10月（未定） 徳之島町（未定） 鹿児島大学が島嶼の母子保健・周産期医療に関わる機関・人々と連携しなが
ら地域特性を活かした母子保健事業の推進を行うことを目指す。徳之島が抱
える母子保健の課題についてシンポジウムを開催し、課題解決へ向けた母子
保健事業について検討を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医学部・保健学科母性・
小児看護学講座（吉留）
Tel:099-275-6790
mail:yosidome/atmark/he
alth.nop.kagoshima-

鹿児島大学 a03公開講座、市
民講座等

b02研究 第18回市民講座
「成川式土器から考える古代のかごし
ま」

10月中旬予定
（当日のみ）

鹿児島大学郡元キャンパス 鹿児島大学総合研究博物館第15回特別展関連イベント。
演題「成川式土器とは何か」
講師：橋本達也（鹿児島大学総合研究博物館）
演題「古墳時代土器のなかの成川式土器」
講師：久住猛雄（福岡市文化財部）

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

鹿児島大学総合研究博
物館
tel 099-285-8141

http://www.museum.kagoshima-
u.ac.jp/

鹿児島大学 a08その他 b06地域社会貢献 出前授業「おでかけ実験隊」
鹿児島市立石谷小学校

11/4 石谷小学校 技術部ではミッションの再定義（工学分野）をもとに、科学技術への興味を育む
初等中等教育への出前授業を展開している。
子どもたちに科学の面白さやものづくりの達成感を体験してもらうことを目的
に、技術部職員が直接小学校に出向き、子どもたちと一緒に科学実験やもの
づくりを行っている。

参加費無し
事前申込あり
（小学4年生　51名で依頼あ
り）

c03小・中学生 大学院理工学研究科技
術部
Tel:099-285-3263
Mail:odekakejikken/atmar
k/eng.kagoshima－u.ac.jp

http://www-tech.eng.kagoshima-
u.ac.jp/

鹿児島大学 a08その他 b06地域社会貢献 出前授業「おでかけ実験隊」
日置市立日置小学校

11/12 日置小学校 技術部ではミッションの再定義（工学分野）をもとに、科学技術への興味を育む
初等中等教育への出前授業を展開している。
子どもたちに科学の面白さやものづくりの達成感を体験してもらうことを目的
に、技術部職員が直接小学校に出向き、子どもたちと一緒に科学実験やもの
づくりを行っている。

参加費無し
事前申込あり
（小学5,6年生　32名で依頼
あり）

c03小・中学生 大学院理工学研究科技
術部
Tel:099-285-3263
Mail:odekakejikken/atmar
k/eng.kagoshima－u.ac.jp

http://www-tech.eng.kagoshima-
u.ac.jp/

鹿児島大学 a03公開講座、市
民講座等

b01教育 第25回鹿児島地域医療教育講演会 11/12 鹿児島大学医学部　　第5講義室 北海道で地域医療に貢献されている留萌市立病院の笹川 裕 先生にご講演
頂く。地域医療に関心のある、医療関係者、医学生、看護学生、歯学生、歯科
関係者、行政、一般市民の方々などに、広く聴講していただき、地域医療の現
状を知る良い機会とする。

参加費：無料
事前申込不要

c01大学生・大学院生 離島へき地医療人育成
センター Tel: 099-275-
6898  E-mail:ecdr-
office/atmark/umin.ac.jp

http://www.kufm.kagoshima-
u.ac.jp/ecdr/

鹿児島大学 a06大学祭等 b11その他 平成27年度大学祭 11/12 11/16 鹿児島大学郡元キャンパス サークル活動などの学生団体による展示・発表、大学が行っている教育研究
などの活動を発表する。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生部学生生活課
課外活動係
Tel:099-285-7320
Mail:gakusen/atmark/kuas.k
agoshima-u..ac.jp

鹿児島大学 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 第8回地域医療シンポジウムin奄美 11/13 大島郡医師会 奄美地域において、地域医療を実践する上で必要な知識の講義、および、医
療従事者や市民に対する代表的な疾患の症状や診断、治療の紹介を行い、
奄美地域での地域医療の充実を図る。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

離島へき地医療人育成
センター Tel: 099-275-
6898  E-mail:ecdr-
office/atmark/umin.ac.jp

http://www.kufm.kagoshima-
u.ac.jp/ecdr/

鹿児島大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 下荒田水産キャンパス祭 11/14 鹿児島大学水産学部 水産学部を深く地域住民に知っていただくとともに、学生のアイデンティティの
創造を目的としたイベントである。
(１)地域貢献イベント(子ども水産教室、水産生物展示、タッチプール、チャリ
ティバザーなど)
(２)学部旗アイデアコンテスト
(３)講演会
(問い合わせ先)
鹿児島大学水産学部　http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/
　ＴＥＬ099-286-4111　 E-Mail:fsomu/atmark/kuas.kagoshima-u.ac.jp

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

鹿児島大学水産学部
Tel:099-286-4111
Mail:fsomu/atmark/kuas.
kagoshima-u.ac.jp

http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島大学 a08その他 b06地域社会貢献 鹿児島大学附属図書館貴重書公開展 11/19(予定） 12/10(予定） 鹿児島大学附属図書館展示ホー
ル

官立高等農林学校として明治４１年に設立された本学農学部の前身である旧
制鹿児島高等農林学校の知られていない研究や教育の実態を農学部、附属
図書館、博物館に所蔵している文献資料を展示して明らかにする。この公開展
によって戦前の高等農林学校の意義を考える機会とし、これら資料の調査・研
究の成果を市民に還元する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

鹿児島大学附属図書館
学術情報部情報サービ
ス課資料サービス係
（099-285-
7435,siryo/atmark/lib.ka

http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 桜ヶ丘祭 11/21（予定） 11/22（予定） 鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス サークル活動などの学生団体による展示・発表、大学が行っている教育研究
などの活動を発表する。

特になし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

医歯学総合研究科等学
務課学生支援係 TEL：
099-275-6727

開催間近に大学HPに掲載予定
http://www.kagoshima-u.ac.jp/

鹿屋体育大学 a06大学祭等 b06地域社会貢献 蒼天祭 10/17 鹿屋体育大学白水キャンパス 市民参加型のスポーツイベント、ゼミやサークル活動の展示・発表など大学の
施設を開放するとともに、地域の方々とふれあいながら、本学の教育研究活動
の紹介等を行います。

参加費：無料
事前申込：不要（ただし、一
部スポーツイベントについ
ては必要）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務課広報係
Tel:0994-46-4818
Mail:kouhou/atmark/nifs
-k.ac.jp

http://www.nifs-k.ac.jp/

鹿屋体育大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 鹿屋体育大学大学説明会 10/17 鹿屋体育大学　講義棟205教室 本学概要及び入試概要説明、在学生からのアドバイス、実験・実習体験を含
む施設見学、個別ブースでの相談会並びに学生食堂体験等を行います。

参加費：無料
事前申込：必要（電話・FAX
又はメール等による）

c02高校生 教務課入試係
TEL:0994-46-4869
FAX:0994-46-2515
E-
mail:nyushi/atmark/nifs-
k.ac.jp

http://www.nifs-k.ac.jp/

鹿屋体育大学 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 東京サテライトキャンパスにおける大学
説明会

11/15 鹿屋体育大学東京サテライトキャン
パス
（筑波大学・鹿屋体育大学連携推
進室）

本学概要説明、入試制度、学生生活等についての全体説明及び個別ブースに
おける相談会を行います。

参加費：無料
事前申込：必要（電話・FAX
又はメール等による）

c02高校生 教務課入試係
TEL:0994-46-4869
FAX:0994-46-2515
E-
mail:nyushi/atmark/nifs-
k.ac.jp

http://www.nifs-k.ac.jp/

琉球大学 a06大学祭等 b09学生の課外活
動

第６４回琉大祭・プレフェスタ 9/24（予定） 9/27（予定） 那覇国際通り（9/24のみ予定）
琉球大学千原キャンパス（9/26、27
開催予定）

本学における教育の一環として、琉大生の日頃の正課教育及び課外活動の
成果を発表するとともに、大学の諸施設を地域社会に公開し、大学と社会との
緊密な連携を図る。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

学生部学生課学生係
Tel:098-895-8125
Mail:gkgkari/atmark/to.ji
m.u-ryukyu.ac.jp

参考（第63回）：
http://www.u-
ryukyu.ac.jp/top_news/ryudai-
fes2014/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています

http://www.kagoshima-u.ac.jp/exam/demae.html#
http://www.kagoshima-u.ac.jp/exam/demae.html#
http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www-tech.eng.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www-tech.eng.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www-tech.eng.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www-tech.eng.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/ecdr/#
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/ecdr/#
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/ecdr/#
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/ecdr/#
http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/#
http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/#


2016/2/8現在

開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)
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人間文化研究機構 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 日文研一般公開 10/29 10/29 国際日本文化研究センター内 日文研の日頃の研究活動を広く一般社会に紹介するため、毎年秋に実施。図
書館やセミナー室などの施設を一般公開し、講堂では日文研教員による講演
を催す。展示コーナーでは研究資料の紹介や、日文研所蔵の貴重資料等を展
示する。

参加費：無料
講堂での催しの第二部の
み要事前申し込み

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国際日本文化研究センター
総務課
Tel:075-335-2012
Mail:kouhou/atmark/nichibu
n.ac.jp

http://www.nichibun.ac.jp/

人間文化研究機構 a01オープンキャ
ンパス等

b07受験広報 総合研究大学院大学日本歴史研究専
攻大学院説明会

11/1 11/1 国立歴史民俗博物館大会議室 大学院への入学希望者に対する広報活動の一環として、歴博においてオープ
ンキャンパスを行い、教員が行っている研究を紹介するとともに、学生が利用
できる館内施設や資料を見学いただく。教員と参加者が懇談できる場を設けて
いる。

参加費無料
事前申込不要

c09その他 国立歴史民俗博物館研究
協力課
Tel:043-486-4361
Mail:soken/atmark/ml.rekiha
ku.ac.jp

http://www.rekihaku.ac.jp/education_r
esearch/education/graduate_school/
soukendai/admission/briefing.html

人間文化研究機構 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第293回日文研フォーラム 10/13 10/13 ハートピア京都 社会一般との研究交流を促進することを目的に、来日中の外国人研究者が日
本文化に関連した内容について発表を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国際日本文化研究センター
研究協力課
Tel:075-335-2078

http://www.nichibun.ac.jp/

人間文化研究機構 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 日仏環境文化学術フォーラム/Forum
franco-japonais sur la culture et
l'environnement
『芸術作品の起源』への風土学的道の
り« De L'Origine de l'oeuvre d'art en m
ésologie »

10/16 10/16 アンスティチュ・フランセ関西-京都
稲畑ホール

ﾌﾗﾝｽ社会科学高等研究院の名誉教授であるｵｷﾞｭｽﾀﾝ・ﾍﾞﾙｸ氏（地理学者・東
洋学者。和辻哲郎の『風土論』をﾌﾗﾝｽに紹介、その概念を展開させている。）を
講演者に、地球研の阿部健一教授が聞き手として参加するｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ。日本人
研究者ｺﾐｭﾆﾃｨと日本在住のﾌﾗﾝｽ人研究者、また日本人の一般聴講者とのﾃﾞｨ
ｽｶｯｼｮﾝを行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

アンスティチュ・フランセ関西
Tel:075-761-2105
Fax:075-761-2106

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/eve
nts/etc/2015/1016.html

人間文化研究機構 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 国文研フォーラム（第40回） 10/21 10/21 国文学研究資料館
オリエンテーション室

国文学研究資料館の研究活動の成果発信へ向けた取り組みの一環として、
「国文研フォーラム」を年に複数回開催している。
講師：落合博志

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国文学研究資料館総務課
Tel:050-5533-2911
Mail:study-
ml/atmark/nijl.ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

人間文化研究機構 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第３９回国際日本文学研究集会 11/14 11/15 国文学研究資料館
大会議室

国内外の日本文学研究者の交流を深め、また、外国人の若手日本文学研究
者の育成をも視野に入れ、日本文学研究の発展を図るため、毎年秋に開催し
ている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国文学研究資料館総務課
研究協力係
Tel:050-5533-2911
Mail：icjl/atmark/nijl.ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

人間文化研究機構 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 第294回日文研フォーラム 11/17 11/17 ハートピア京都 社会一般との研究交流を促進することを目的に、来日中の外国人研究者が日
本文化に関連した内容について発表を行う。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国際日本文化研究センター
研究協力課
Tel:075-335-2078

http://www.nichibun.ac.jp/

人間文化研究機構 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究 国文研フォーラム（第41回） 11/18 11/18 国文学研究資料館
オリエンテーション室

国文学研究資料館の研究活動の成果発信へ向けた取り組みの一環として、
「国文研フォーラム」を年に複数回開催している。
講師：今西祐一郎

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国文学研究資料館総務課
研究協力係
Tel:050-5533-2911
Mail:study-
ml/atmark/nijl.ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

人間文化研究機構 a02シンポジウ
ム、セミナー等

b06地域社会貢献 アーカイブズ・カレッジ短期コース 11/16 11/21 三重県総合博物館 記録史料の保存と利用サービス等の業務を担う専門職員の養成のため、長期
コース及び短期コースをそれぞれ年1回開催している。短期コースは、国文学
研究資料館外を会場とし、今年は三重県総合博物館で開催する。

参加費：無料
事前申込必要(締切：6/12)

c09その他 国文学研究資料館総務課
企画広報係
Tel:050-5533-2910
Mail：
kikakukoho/atmark/nijl.ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

人間文化研究機構 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 第382回歴博講演会「琉球列島と長崎
の祝祭と信仰‐海を越えた民俗文化‐」

10/10 10/10 国立歴史民俗博物館　　　　講堂 国立歴史民俗博物館の教員が各自の研究成果を基に講演を行う。 参加費無料
事前申込不要・先着順（260
名）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国立歴史民俗博物館広報
サービス室
Tel:043-486-0123(代)
Mail:sfukyu/atmark/ml.rekih
aku.ac.jp

http://www.rekihaku.ac.jp/events/lec
ture/index.html

人間文化研究機構 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 第199回くらしの植物苑観察会「染めの
色と植物」

10/24 10/24 国立歴史民俗博物館　　　　くらしの
植物苑

国立歴史民俗博物館の教員および館外の研究者、専門家が講師となって観
察会を行う。

参加費：入苑料（個人：100
円、団体（20名以上）：50
円）
※小・中学生は入苑無料
※土曜日は高校生は入苑
無料
※身体障害者手帳等保持
者は介助者と共に入苑無
料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国立歴史民俗博物館広報
サービス室
Tel:043-486-0123(代)
Mail:sfukyu/atmark/ml.rekih
aku.ac.jp

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions
/plant/observation/index.html

人間文化研究機構 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 第38３回歴博講演会「大久保利通資料
に関するあれこれ」

11/14 11/14 国立歴史民俗博物館　　　　講堂 国立歴史民俗博物館の教員が各自の研究成果を基に講演を行う。 参加費無料
事前申込不要・先着順（260
名）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国立歴史民俗博物館広報
サービス室
Tel:043-486-0123(代)
Mail:sfukyu/atmark/ml.rekih
aku.ac.jp

http://www.rekihaku.ac.jp/events/lec
ture/index.html

人間文化研究機構 a03公開講座、市
民講座等

b08市民サービス 第200回くらしの植物苑観察会「参勤交
代と菊作りの広がり‐八戸藩を事例に
‐」

11/28 11/28 国立歴史民俗博物館　　　　くらしの
植物苑

国立歴史民俗博物館の教員および館外の研究者、専門家が講師となって観
察会を行う。

参加費：入苑料（個人：100
円、団体（20名以上）：50
円）
※小・中学生は入苑無料
※土曜日は高校生は入苑
無料
※身体障害者手帳等保持
者は介助者と共に入苑無
料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国立歴史民俗博物館広報
サービス室
Tel:043-486-0123(代)
Mail:sfukyu/atmark/ml.rekih
aku.ac.jp

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions
/plant/observation/index.html

人間文化研究機構 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 連続講座「くずし字で読む『源氏物語』」
（全９回）

5/28 2/25 国文学研究資料館
大会議室

日本文学の普及のため、一般の方を対象として、百人一首を教材に「くずし字
を読む講座」を開催する。５月～２月までの１月を除く各月１回
（5/28,6/25,7/23,8/27,9/24,10/22,11/26,12/24,2/25）。

参加費：無料
事前申込必要(締切：3/31）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国文学研究資料館総務課
企画広報係
Tel:050-5533-2910
Mail：
kikakukoho/atmark/nijl.ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

人間文化研究機構 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 平成２７年度「古典の日」講演会 11/1 11/1 ベルサール神田 １１月１日が「古典の日」と法制化されたことを記念し、古典に親しんでもらうた
め、一般の方を対象に日本文学及び関連分野に関する講演会を行う。

参加費：無料
事前申込必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国文学研究資料館総務課
Tel:050-5533-2910
Mail:kikakukoho/atmark/nijl.
ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

人間文化研究機構 a08その他 b02研究 特別展「韓日食博―わかちあい・おもて
なしのかたち」

8/27 11/10 国立民族学博物館
特別展示館

韓国と日本の50年間の「食」の変化と、「食」の背景にある文化の共通点と差違
を探ります。五感で味わう新しい「食」の展覧会です。

参加費：有料（一般 830円、
高校・大学生 450円、小・中
学生 250円）
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国立民族学博物館
06-6876-2151

http://www.minpaku.ac.jp/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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人間文化研究機構 a08その他 b06地域社会貢献 文部科学省情報ひろば企画展示
「ぼくらのヒーローは古典から生まれ
た！！」

8/3 11月末予定 文部科学省情報ひろば 展示パネル、展示資料、及び映像にて、当館の紹介をする。 参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国文学研究資料館総務課
Tel:050-5533-2910
Mail:kikakukoho/atmark/nijl.
ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

人間文化研究機構 a08その他 b06地域社会貢献 特別展示「韓国古版画博物館名品展」 10/13 11/20 国文学研究資料館
展示室

韓国の非常に豊かな版画の世界を韓国古版画博物館のご協力を得て、今回
韓国古版画の優品を展示する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国文学研究資料館総務課
Tel:050-5533-2910
Mail:kikakukoho/atmark/nijl.
ac.jp

http://www.nijl.ac.jp/

自然科学研究機構 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 地元感謝デー 10/10 10/10 筑波大学農林技術センター八ヶ岳
演習林
自然科学研究機構　国立天文台野
辺山宇宙電波観測所

長野県野辺山高原にある、筑波大農林センター八ヶ岳演習林、信州大学農学
部野辺山ステーション、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の三施設が連携し
て、地元の南牧村、川上村の両村民に対しての特別公開を昨年より実施して
いる。今年は筑波大学の敷地の一般開放にあわせて実施するものである。

参加費：無料
事前申込不要
地元の村民向けのイベント

c05自治体関係者 筑波大学農林技術セン
ター八ヶ岳演習林
Tel: 0267-98-2412
Mail:yatsuen/atmark/nou
rin.tsukuba.ac.jp

http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/~fore
st/yatsugatake.html

自然科学研究機構 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 三鷹　星と宇宙の日 10/23 10/24 自然科学研究機構　国立天文台
（三鷹）

講演会のほか、普段は公開していない観測・実験施設や装置の公開、研究紹
介、天体観望会など、多彩な企画を用意しています。今年のテーマは「アストロ
バイオロジーへの挑戦」です。
近年の太陽系外惑星観測の進展を受けて、「宇宙における生命」を科学的に
探査し、その謎を解き明かそうとする「アストロバイオロジー（宇宙における生
命研究）」。宇宙に生命はいるのか、生命はどのようにして発生するのか、生命
の発生は普遍的なものなのか…。
これらの謎を解き明かすべく、新たな研究分野として注目されているアストロバ
イオロジーについて紹介します。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

自然科学研究機構 国立
天文台(代表） Tel:0422-
34-3600

http://www.nao.ac.jp/open-
day/2015/

自然科学研究機構 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 岡山天体物理観測所特別観望会 11/3 11/3 自然科学研究機構　国立天文台岡
山天体物理観測所

国内最大級の188ｃｍ反射望遠鏡による天体観望会を行う。 参加費：無料
事前申込：必要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

自然科学研究機構国立
天文台岡山天体物理観
測所
Tel:0865-44-2155

http://www.oao.nao.ac.jp/

自然科学研究機構 a01オープンキャ
ンパス等

b02研究 核融合科学研究所オープンキャンパス
（一般公開）

10/25 10/25 自然科学研究機構 核融合科学研
究所

新しいエネルギーとして期待されている核融合研究への理解と，最先端の科
学技術への興味を広く一般の方々に持っていただくために，本研究所内施設
の見学，研究者による公開講座，模型の展示，超伝導を利用した実験，プラズ
マ発生実験，マイクロ波焼成による焼き物の制作，バーチャルリアリティ体験，
科学工作等を実施する。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

自然科学研究機構核融
合科学研究所オープン
キャンパス実行委員会
Tel:0572-58-2222

自然科学研究機構 a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 第２５回国際土岐コンファレンス
「市民学術講演会」

11/3 11/3 セラトピア土岐 当研究所主催の国際土岐コンファレンス（国際学術会議）を平成２７年１１月３
日（火）～６日（金）の期間で開催するが、その一環として一般市民の方を対象
に市民学術講演会を毎年行っている。毎回テーマを時勢に合せたものに変
え、講師には中高生でも分かりやすい説明をお願いしており、広く科学に興味
を持っていただく一助として地域貢献的に行っている。

参加費：無料
事前申込不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

ITC25現地実行委員会
Mail:
itc25/atmark/nifs.ac.jp

自然科学研究機構 a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 分子科学研究所　一般公開　2015 10/17 10/17 自然科学研究機構 分子科学研究
所

自然科学研究機構に置かれた岡崎市にある３つの研究所（分子科学研究所，
基礎生物学研究所，生理学研究所）では，各研究所の研究活動を紹介しなが
ら自然科学に触れていただく機会のひとつとして，毎年一般公開を行っており，
平成27年度は、分子科学研究所の公開を行います。市民の皆さまに研究内容
などを紹介、また、科学に関するイベントや企画講演等を開催し、子供から大
人まで科学への関心を高めていただくことを目的としています。

参加費：無料
事前申込不要（講演会のみ
事前申込み必要）

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

自然科学研究機構　岡
崎統合事務センター　総
務部総務課企画評価係
Tel:0564-55-7000（代表）

http://www.ims.ac.jp/koukai2015/

情報・システム研究機
構

a03公開講座、市
民講座等

b04産官学連携 産官学連携塾
「情報学 × ものづくり × 地方創生 ―
PrivacyVisorの研究開発から社会実装
へ―」

10/13 国立情報学研究所
12階会議室

国立情報学研究所の研究者が、最新の研究成果を企業や自治体等の関係者
に解説し、連携してイノベーション創出を目指す公開講座である。今回の塾で
は、NIIの研究成果が地域に根差した企業の技術協力や自治体のサポートを
通じて、製品化されるまでの一連のプロセスを紹介する。

参加費：無料
事前参加申込要

c04企業関係者 研究戦略室
Tel:03-4212-2028
Mail:nii-
ura/atmark/nii.ac.jp

http://www.nii.ac.jp/research/iga/juk
u/

情報・システム研究機
構

a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 「情報学最前線」国立情報学研究所 市
民講座 第3回「もっと手軽にCG制作～
アルゴリズムとUIの合せ技～」

10/22 学術総合センター
一橋講堂 中会議場

国立情報学研究所の研究者が「情報学」の先端を一般向けに解説する公開講
座である。第3回ではCG制作を効率化するための技術に関する最新の研究動
向を紹介する。

参加費：無料
事前参加申込要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部企画課広報チー
ム 市民講座担当
Tel:03-4212-2146
Mail:shimin/atmark/nii.ac
.jp

http://www.nii.ac.jp/event/shimin/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 第１７回図書館総合展 NII主催フォーラ
ム「NIIサービスA to Z：　進化し、深化
するNIIのサービス」

11/10 11/12 パシフィコ横浜 公共・大学・機関・企業・大学・学校等すべての館種の図書館についての、最
新技術・サービス・トレンド・学術情報を紹介する図書館総合展に出展し、また
フォーラムを開催することによってNIIのサービス・事業を紹介する。

参加費：無料 c07教育機関関係者 総務部企画課広報チー
ム
Tel:03-4212-2131
Mail:libraryfair/atmark/nii
.ac.jp

http://www.nii.ac.jp/event/libraryfair/

情報・システム研究機
構

a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献 「情報学最前線」国立情報学研究所 市
民講座 第4回「私たちは何を知っている
のか～暗黙の知識を紡ぐオントロジー
とコーパス～」

11/26 学術総合センター
一橋講堂 中会議場

国立情報学研究所の研究者が「情報学」の先端を一般向けに解説する公開講
座である。第4回では機械による言葉を使った推論に焦点を当て、その現状
や、人間の知識を掘り下げて質の良い知識源を作るための試みについて紹介
する。

参加費：無料
事前参加申込要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

総務部企画課広報チー
ム 市民講座担当
Tel:03-4212-2146
Mail:shimin/atmark/nii.ac
.jp

http://www.nii.ac.jp/event/shimin/

情報・システム研究機
構

a01オープンキャ
ンパス等

b06地域社会貢献 統計数理研究所オープンハウス 6/19 統計数理研究所 統計数理研究所の研究教育活動を広く一般市民に知ってもらうために、講演
会、ポスター展示、大学院説明会、統計よろず相談などを実施した。

入場無料
予約不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

企画グループ総務担当
（統数研担当）　　　　　電
話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp

情報・システム研究機
構

a03公開講座、市
民講座等

b06地域社会貢献

公開講演会

11/5 統計数理研究所 一般の方を対象に、「統計数理」に関連したテーマをわかり易く紹介する講演
会。今年度のテーマは「 変わる変わらない～調査から見る日本人の国民性・
意識・格差～」

入場無料
予約不要

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

企画グループ総務担当
（統数研担当）　　　　　電
話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/kouenkai/

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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http://www.nii.ac.jp/event/libraryfair/#
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http://www.ism.ac.jp/kouenkai/#
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開始月日 終了月日
活動名 活動概要（１５０字以内）種類

実施期間
参加要件等大学名 URL主な参加対象

連絡先
(Tel, Mail等)

カテゴリー 実施場所

情報・システム研究機
構

a03公開講座、市
民講座等

b01教育

公開講座

10/2 統計数理研究所 「ランダム行列データ解析その理論と応用」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師
／小林景（統数研）、新里隆（一橋大学）

専用ホームページから申し
込み、有料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

ホームページ参照 http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.
html

情報・システム研究機
構

a03公開講座、市
民講座等

b01教育

公開講座

10/20 10/21 統計数理研究所 「最適化の数理と応用」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講
師／吉本敦、宮里義彦、伊藤聡（統数研）、土谷隆（政策研究大学院大学）

専用ホームページから申し
込み、有料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

ホームページ参照 http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.
html

情報・システム研究機
構

a03公開講座、市
民講座等

b01教育
公開講座

11/24 11/25 統計数理研究所 「計算代数統計入門」
講師／青木　敏（神戸大学）

専用ホームページから申し
込み、有料

c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

ホームページ参照 http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.
html

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

統計数理セミナー

10/7 統計数理研究所 研究所教員および関係者による研究者向けセミナー
1人40分の講演を2人続けて開催

入場無料
予約不要

c07教育機関関係者 企画グループ総務担当
（統数研担当）
電話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

統計数理セミナー

10/14 統計数理研究所 研究所教員および関係者による研究者向けセミナー
1人40分の講演を2人続けて開催

入場無料
予約不要

c07教育機関関係者 企画グループ総務担当
（統数研担当）
電話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

統計数理セミナー

10/21 統計数理研究所 研究所教員および関係者による研究者向けセミナー
1人40分の講演を2人続けて開催

入場無料
予約不要

c07教育機関関係者 企画グループ総務担当
（統数研担当）
電話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

統計数理セミナー

10/28 統計数理研究所 研究所教員および関係者による研究者向けセミナー
1人40分の講演を2人続けて開催

入場無料
予約不要

c07教育機関関係者 企画グループ総務担当
（統数研担当）
電話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

統計数理セミナー

11/11 統計数理研究所 研究所教員および関係者による研究者向けセミナー
1人40分の講演を2人続けて開催

入場無料
予約不要

c07教育機関関係者 企画グループ総務担当
（統数研担当）
電話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

統計数理セミナー

11/18 統計数理研究所 研究所教員および関係者による研究者向けセミナー
1人40分の講演を2人続けて開催

入場無料
予約不要

c07教育機関関係者 企画グループ総務担当
（統数研担当）
電話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b02研究

統計数理セミナー

11/25 統計数理研究所 研究所教員および関係者による研究者向けセミナー
1人40分の講演を2人続けて開催

入場無料
予約不要

c07教育機関関係者 企画グループ総務担当
（統数研担当）
電話050-5533-8511

http://www.ism.ac.jp/

情報・システム研究機
構

a02シンポジウ
ム、セミナー等

b01教育 国立遺伝学研究所　公開講演会2015
「研究者と語ろう」

11/7 学術総合センター内
一橋講堂

国立遺伝学研究所（遺伝研）で行われている最先端の生命科学研究につい
て、研究者がわかりやすく講演します。 講演者の他にも、遺伝研の多数の研
究者が来場して、研究室紹介パネル展示「研究者と語ろう」を行います。研究
者と直接対話できる絶好の機会です。 また、大学院進学をお考えの方には、
併設の大学院（総合研究大学院大学・遺伝学専攻）について、教員や研究室メ
ンバーが詳しくご紹介します。

参加費：無料
事前申込：遺伝研HPにて受
付

c01大学生・大学院生 国立遺伝学研究所　広
報
Tel:055-981-5873
Email:event/atmark/nig.a
c.jp

http://www.nig.ac.jp/kouenkai/

国立大学協会 a08その他 b11その他 学長と各界著名人等との対談による情
報発信

11/2 11/30 国立大学協会ホームページ上 各国立大学学長が各界の著名人等との対談を通じて国立大学の良いところ、
現状、今後の改革展望など様々な情報発信を行います。

なし c06一般市民（対象者を
特定しない場合を含む）

国立大学協会総務課広
報担当
TEL    03-4212-3527
E-mail
kouhou/atmark/janu.jp

http://www.janu.jp/converse.html

(注)迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの@を/atmark/に置き換えて掲載しています
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