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楽しい知識、挽いてます。
東北大学2016年度 後期プログラム

サイエンスカフェ、リベラルアーツサロンは東北大学が

主催する「学問をもっと身近に、もっと楽しくする」参加

型のトークイベントです。参加は無料、年齢制限はありま

せん。皆様のご参加をお待ちしています。

誰でもその場で、飲み物を片手に
気軽に参加できるスタイルです

F R E E
事前申し込みは不要です

参 加 費 無 料

お問い合わせ・連絡先
東北大学 サイエンスカフェ東北大学 総務企画部広報課社会連携推進室
022-217-5132

せんだいメディアテーク 1F　オープンスクエア

東北大学片平キャンパス 片平北門会館 2Fエスパス

A

B

※テーマ・講師などについては予告なく変更する場合があります。※開催の様子をカメラなどで撮影し、東北大学において、その写真をホームページなどの広報用に使用する場合がありますのでご了承ください。

郷土芸能×デジタル

10/7 [金]
准教授

[教育情報学研究部]
佐藤 克美

第43回 リベラルアーツサロン

A

インフラって何だろう？
～暮らしを支える縁の下の力持ち～

11/18 [金]
教授

[工学研究科]
久田　真

第134回 サイエンスカフェ

A

産まれる前から心電図
～胎児心電図を病室内で
　測れるようにする～

10/21 [金]
教授

[医学系研究科]
木村 芳孝

第133回 サイエンスカフェ

A

プレートテクトニックな宝石 
～美しく輝ける「石」と地球史～

3/17 [金]
教授

[東北アジア研究センター]
辻森　樹

第138回 サイエンスカフェ

AA

知的コンピューティングが
拓く医療の世界

1/13 [金]
准教授

[情報科学研究科]
張山 昌論

第136回 サイエンスカフェ

なぜグローバル企業の
トップに抜擢されるのか？
～インド人の「能力」と「脳力」～

1/20 [金]
山下 博司

第45回 リベラルアーツサロン

A

教授
[国際文化研究科]

アレルギーになる仕組み、
くすりが効く仕組み

2/24 [金]
平澤 典保

第137回 サイエンスカフェ

A

教授
[薬学研究科]

Cubic Earth
 ～もしも地球が
　 立方体だったら～

12/14 [水]
教授

[理学研究科]
須賀 利雄

第135回 サイエンスカフェ

A

※開催曜日に注意

江戸の学び 
～近世庶民の学習世界～

11/11 [金]
教授

[教育学研究科]
八鍬 友広

第44回 リベラルアーツサロン

B
※開催場所に注意



鈴木岩弓教授
最 終 講 義
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文系総合講義棟二階 経済第二教室土
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文部科学省 科学技術人材育成費補助事業
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）
「杜の都女性研究者エンパワーメント推進事業（H28～H33）」

主催・お問い合わせ
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日　　時

会　　場

対　　象

定　　員

プログラム

託児あり

　第一弾となる今回は、「研究者ってなに？ 留学・海外滞在」編と題してセミ
ナーを開催いたします。女性研究者の長期海外留学経験者や海外で活躍す
る研究者などをお招きし、留学することで「何が得られ」「何が大変で」「どう
したら安全に過ごし帰国できるか」「海外で活躍する研究者になるにはどうし
たらよいか」「一流の社会人になるために留学は必要か」「人生設計や人との
出会いにおける留学経験とは何か」「留学のホンネとタテマエとは何か」「東
北大学の留学支援はどのようになっているか」などを紹介していただきま
す。終了後、懇談会も開催いたします。

13:30-13:35 開会挨拶　大隅 典子

13:35-14:05 基調講演
夢を叶える方法

　　　　　　　　　 ～If you can dream it, you can make it come true.～
木村 基祝 氏　三菱重工業株式会社

14:05-14:15 休憩

14:15-14:30 講演
サプライチェーンを通じた
資源利用と環境・社会的責任
松八重 一代　東北大学環境科学研究科 教授　

14:30-14:45 講演
スタンフォード・シリコンバレー
の空は青かった
鈴木 杏奈　東北大学流体科学研究所 助教　

14:45-15:25 参加者と懇談

15:25-15:30 閉会挨拶　田中 真美

2005年東北大学工学部機械知能・航空工学科入学。2008年 機械系の三浦研究室に
て銅線の信頼性関連の研究を行い日本機械学会若手優秀講演フェロー賞受賞。大学院
進学時に航空宇宙工学専攻の内山・近野研究室でヒューマノイドロボットの不整地歩行
安定性について研究。2011年修士卒業後、三菱重工業株式会社へ入社、入社以来一
貫してボーイング787固定主翼製造の生産技術に従事している。2013年3月～ 2014
年8月には、787-10開発のためボーイングへ出向。現在は、三菱重工へ復帰し、引き
続きボーイング787固定主翼製造に携わっている。2017年4月よりANAへ転職予定。

1998年3月早稲田大学政治経済学部政治経済学科卒業。2000年3月早稲田大学大学
院経済学研究科修士課程修了。2004年1月早稲田大学大学院経済学研究科博士後期
課程単位取得の上退学。2006年2月博士（経済学）。東京学芸大学教育学部非常勤
講師などを経て、2004年2月東北大学環境科学研究科 環境創成計画学講座 ライフサ
イクル評価学分野助手。2007年4月同助教。2008年10月同准教授。2011年4月配
置換えにより工学研究科 金属フロンティア工学専攻 准教授。2015年10月から2016年
7月までオーストラリア、クイーンズランド大学にて在外研究、2016年8月より現職。

宮城一女高（現宮城一高）卒業。2005年東北大学工学部機械知能・航空工学科に入
学し、橋田研究室で地熱エネルギーの持続的な設計に関する研究を始める。2014年
に博士課程終了後、JSPS海外特別研究員の制度を活用し、米国スタンフォード大学に
てポスドク、2016年4月にはJSPS特別研究員（PD）として東京大学大学院数理科学
研究科にてポスドクを経て、2016年11月より現職。

無料託児所を準備しております。（対象：生後６か月以上の幼児・児童）お子様連れ
でも安心してご参加ください。ご利用希望の方は3月10日（金）まで下記メールアド
レスよりお申し込みください。

本学学部生・大学院生・若手研究者、
中学生・高校生とその保護者

130名入場無料

平成29年3月25日
TKPガーデンシティ仙台 アエル13F会議室

土

〒980-6121 仙台市青葉区中央 1-3-1

東北大学男女共同参画推進センター 
URL： http://www.morihime.tohoku.ac.jp/ 
Mail： tumug@morihime.tohoku.ac.jp 
T e l： 022-217-6092 

13：30
　▶15：30

東北大学　総長特別補佐（男女共同参画担当）
男女共同参画推進センター 副センター長
医学系研究科 教授

東北大学男女共同参画推進センター 副センター長
医工学研究科／工学研究科 教授

事前申込み制（当日参加も可）のため下記メールアドレスよりお申し込
みください。題名にイベント名、本文メッセージにすべての方の氏名・
学年・性別を記入の上、ご送信下さい。ただし、参加人数が定員に達
しましたら締切とさせていただきます。



第第２回 東北大学病院
肝臓病教室のお知らせ

このたび、肝臓の病気をお持ちの患者さんとその

ご家族などを対象に肝臓病教室を開催いたします。

ご興味のある方はどなたでもご気軽にご参加下さい。

日時：22017 年 3 月 28 日（火）

15時 30分～16時 30分

場所：東北大学病院外来 1階 キキャンサーボード室

テーマ「放っておいていいの？脂肪肝」

講師：東北大学病院 消化器内科 助教 嘉数英二 先生

ご参加いただいた方からのご質問にお答えするコーナーや、お話し
合いの機会も設けたいと思います。

問い合わせ先：022-717-7031（肝疾患相談室）



第143回 サイエンスカフェ

田中 秀治 教授［工学研究科］

スマホのシェイクを感じる小さな
センサ、次は社会を大きく変える

～MEMSと IoTのお話～

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：45
場所：せんだいメデ

18/25金8/25金

リベラルアーツサロン

野口 和人 教授［教育学研究科］

インクルーシブ社会の
実現を目指して
～発達障害の理解～

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：45
んだいメデ

17/28金7/28金

第144回 サイエンスカフェ

秋山 正幸 准教授［理学研究科］

超巨大ブラックホールの謎

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：45
場所：せんだいメデ

19/29金9/29金

第141回 サイエンスカフェ

土屋 範芳 教授［環境科学研究科］

地球の熱を使ってみよう
～超臨界地熱資源から温泉水素発電まで～

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：45
場所：せんだいメデ

16/30金6/30金

第142回 サイエンスカフェ

荻島 創一 准教授［東北メディカル・メガバンク機構］

あなたのデータで医療を変える

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：457/197/19 199水水

東北大学
2017年度 前期プログラム

第46回 リベラルアーツサロン

中川　学准教授［高度教養教育・学生支援機構］

江戸時代の死の文化
～為政者の死をめぐって～

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：45
場所：せんだいメデ

14/14金4/14金

第139回 サイエンスカフェ

折茂 慎一 教授［AIMR／金属材料研究所］

「水素」をもっと身近に！
未来のエネルギーを体感しよう

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：45
場所：せんだいメデ

14/28金4/28金

第140回 サイエンスカフェ

磯貝 惠美子教授［農学研究科］

進撃の微生物
～ヒトと病原体の戦い～

場所：せんだいメディアテーク 1F
　　　オープンスクエア

18：00▶19：45
場所：せんだいメデ

15/26金5/26金

サイエンスカフェ、
リベラルアーツサロンは
東北大学が主催する
「学問をもっと身近に、
もっと楽しくする」
参加型のトークイベ
ントです。参加は無料、
年齢制限はありません。
皆様のご参加をお待ちしています。

第47回 リベラルアーツサロン

阿部　宏教授［文学研究科］

言葉を科学する

場所：東北大学附属図書館
※開催場所にご注意ください。

※開催曜日にご注意ください。

18：00▶19：45
場所：東北大学

16/16金6/16金

場所：せん
　　　オー
場所：せん

77//22288

ログラム

サロン

0▶19：45

ています。

※テーマ・講師等については予告なく変更する場合があ
ります。

※開催の様子をカメラ等で撮影し、東北大学において、
その写真をホームページ等の広報用に使用する場合が
ありますのでご了承ください。

まちを照らすまちを照らす

東北大学 総務企画部広報課社会連携推進室
022-217-5132 東北大学 サイエンスカフェ

知識の
ともしび
知識の
ともしび

第139回

18：00▶19：45
第139回
4/28金4/28金

家庭で、学校で、そして職場で、エネルギーとして「水素」
を使う。そう、水素社会の到来が現実味をおびてきまし
た。いくつかの実験をとおして、私たちの暮らしを大き
く変える「水素」を身近に体感して下さい。最新の研究
で見えてきたその知られざる秘密についてもお話します。

会場

A
第141回

18：00▶19：45
第141回
6/30金6/30金

400℃を越える非常に高温の地熱資源から、身近な温
泉の熱まで、地球の熱にはさまざまなものがあります。
熱機関としての地球、そしてその地球の熱エネルギー
「地熱」の有効な使い方について考えてみましょう。

会場

A
第143回

18：00▶19：45
第143回
8/25金8/25金

振ったり、歩いたり、登ったり。スマホは貴方の行動を
よくわかっています。もちろん電話ですから、しゃべっ
ていることも。スマホはなぜこんなに貴方のことをわ
かっているのか、このお話でわかってみませんか？そ
して、話題のIoTとの関係も。

会場

A

第140回

磯貝 惠美子教授［農学研究科］

18：00▶19：45
第140回
5/26金5/26金

科学が進歩したと言われながら、現在も感染症は世界
の中で死因のトップとなっています。毎年、流行を繰り
返す感染症に加えて、新たな種類の病気も次々と報告
されてきました。講演では人と病原体の戦いについて
皆様とともに考えていきたいと思います。

会場

A
第142回

18：00▶19：45
第142回
7/19水7/19水

あなたのゲノムデータ、医療データ、生活習慣・環境
の日常データによりいかに医療が変わりうるか ―あ
なたの体質にあわせて個別化された、参加型の新しい
未来の医療について考えます。

会場

A
第144回

秋山 正幸 准教授［理学研究科］

18：00▶19：45
第144回
9/29金9/29金

謎の多いブラックホールの中でも、銀河の中心に潜んで
いるとされる超巨大ブラックホールはその起源すらわか
らない謎にみちた天体です。大型望遠鏡を用いた観測
によってその謎に迫る様子をお話しします。秋の夜長の
ひととき、ブラックホールの謎について考えてみましょう。

会場

A

第46回

18：00▶19：45
第46回
4/14金4/14金

江戸時代の為政者の死は、社会にどんな影響をもたら
していたのでしょうか。当時、将軍などの死に際して、
社会に静粛を強制するお触れ＝鳴物停止令が出されて
いました。本講演では、鳴物停止令を素材に、為政者
の死と社会との関係について考えます。

会場

A
第47回

18：00▶19：45
第47回
6/16金6/16金

言葉の研究は、意外なことに理学部数学科的な分析か
らはじまりました。また近年では、各言語間に共通性
が次々に発見され、言葉を通じて心の構造を探る方向
に関心が向かっています。言葉の研究の誕生から最前
線までをお話ししたいと思います。

会場

B
第48回

18：00▶19：45
第48回
7/28金7/28金

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、多様な在
り方を相互に認め合える社会の実現に向け、「見えな
い」障害とも言われる発達障害のある子どもたち、人
たちが感じている困り感について少しでもお伝えでき
ればと思います。

会場

A

会場

A せんだいメディアテーク1F オープンスクエア

詳しい内容はWEBをご覧ください

地下鉄

バ　ス

〒980-0821 仙台市青葉区春日町2-1　tel. 022-713-3171

仙 

台 

駅

岡
盛
至

地下鉄勾当台公園駅

広瀬通

青葉通り

南町通

地下鉄仙台駅

地下鉄国際センター駅

地下鉄大町西公園駅

宮城県庁仙台市役所
東京エレクトロン
ホール宮城

川内萩
ホール

定禅寺通

地下鉄青葉通一番町駅

メディアテーク前

市民会館

西公園

国際センター

広瀬川

東北大学片平キャンパス

東北大学
川内キャンパス

地下鉄川内駅

会場

B

会場

A

科学者が、科学に関心のある方々と飲み物を片手に気軽に話し合い、
サイエンスの楽しさを知ってもらう場です。

文系の幅広い分野の中から、身近なテーマ・知識欲をかき立てる
テーマを取り上げ、お茶を飲みながら会話に興じる場です。

サイエンスがもっと楽しくなるティータイムサイエンスがもっと楽しくなるティータイムサイエンスがもっと楽しくなるティータイム

文系らしく会話を楽しむサロン文系らしく会話を楽しむサロン文系らしく会話を楽しむサロン

東北大学 サイエンスカフェ

東
二
番
丁
通

一
番
町
通

国
分
町
通

晩
翠
通

西
公
園
通

愛
宕
上
杉
通

●仙台駅より南北線「泉中央」行きに乗車、「N08 勾当台公園駅」下車、「公園
2」出口から徒歩6分。（約450m）
●東西線「T05 大町西公園駅」下車、「東1」出口または「西1」出口から徒歩13分。
　東西線「T06 青葉通一番町駅」下車、「北1」出口から徒歩15分。

仙台市営バス 仙台駅前60番（仙台TRビル前、地下鉄仙台駅「中央2」出口前）
のりばから「定禅寺通市役所前経由交通局大学病院」行き（系統番号が J また
は X で始まるバス）で約10分「メディアテーク前」下車。

会場

B 東北大学附属図書館1F［川内キャンパス］

地下鉄

〒980-8576 仙台市青葉区川内27-1　tel. 022-795-5943

●仙台駅より地下鉄東西線「八木山動物公園」行きに乗車、
　「T03 川内駅」下車、「南2」出口より徒歩約5分。
「T04 国際センター駅」下車、「西1」出口より徒歩約7分。
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「水素」をもっと身近に！
未来のエネルギーを体感しよう

折茂 慎一 教授［AIMR／金属材料研究所］ 土屋 範芳 教授［環境科学研究科］

地球の熱を使ってみよう
～超臨界地熱資源から温泉水素発電まで～

田中 秀治 教授［工学研究科］

スマホのシェイクを感じる小さな
センサ、次は社会を大きく変える
～MEMSとIoTのお話～

進撃の微生物
～ヒトと病原体の戦い～

あなたのデータで
医療を変える

超巨大ブラック
ホールの謎

江戸時代の死の文化
～為政者の死をめぐって～

中川　学准教授 阿部　宏教授［文学研究科］

言葉を科学する

野口 和人 教授［教育学研究科］

インクルーシブ社会の
実現を目指して
～発達障害の理解～

高度教養教育・
学生支援機構

荻島 創一 准教授
東北メディカル・
メガバンク機構



東北大学 学際科学フロンティア研究所 特別企画

一部　大西宇宙飛行士によるミッション報告＆質問コーナー
二部　学ぼう！宇宙に浮かぶ実験室「きぼう」の実験
三部　ココでしか聞けない！宇宙のお仕事トークショー
四部　東北大学と国際宇宙ステーション
　　　〇国際宇宙ステーションでのモデル生物を利用した宇宙実験
　　　　東谷 篤志 （東北大学大学院生命科学研究科長）
　　　〇国際宇宙ステーションからの地球大気発光現象観測 
　　　　坂野井 健 （東北大学惑星プラズマ・大気研究センター准教授)

お問合せ／東北大学学際科学フロンティア研究所 事務室  Tel : 022-795-5755  E-mail : contact_astronaut@fris.tohoku.ac.jp

主催：東北大学学際科学フロンティア研究所
共催：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、東北大学大学院理学研究科 /東北大学惑星プラズマ・大気研究センター、東北大学大学院生命科学研究科、東北大学流体科学研究所、
　　　東北大学東北メディカル・メガバンク機構、東北大学宇宙航空研究連携推進委員会、東北大学宇宙航空教育研究委員会、日本宇宙少年団仙台たなばた分団、J:COM 
後援：宮城県教育委員会、仙台放送

2017. 4.22 土 10:00-13:00（開場9:30）

宇宙飛行士
ミッション報告会  in 宮城県仙台市
―  国際宇宙ステーションから考える地球と生命のフロンティア  ―

会場：仙台市若林区文化センターホール 定員 650名（参加無料・事前申込制）

再放送：4月 29日 9 時から
※J:COMチャンネル仙台（地デジ11ch）は、J:COM TVにご加入の方、J:COM対応済みの建物にお住まいの方が、無料でご覧いただけるチャンネルです。
※テレビのチャンネル設定(再スキャン)が必要となる場合があります。

参加申込フォーム https://www2.fris.tohoku.ac.jp/̃astronaut/form.php 

大西宇宙飛行士は、2016 年 7 月から 10 月までの約 4 ヶ月間、国際宇宙ステーション（ISS）に長期滞在し、小動物飼育
ミッションやタンパク質結晶生成実験などを成功させ、日本の有人宇宙活動の前進に貢献しました。
そんな大西宇宙飛行士が仙台にやって来て、ISS ミッションについて報告してもらう講演会を開催することになりました。
さらに、東北大学による今までおよびこれからの ISS 関連の実験についてもご紹介します。

※先着順

国際宇宙ステーションから見た北海道と東北地方

国際宇宙ステーションのキューボラ（観測窓）と大西宇宙飛行士

画像提供 : JAXA/NASA

※プログラム、出演者は変更となる場合があります。

生  中  継  ！！

J:COMチャンネル仙台 で
（地デジ11ch）
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MOOC Massive Open Online Course

MOOC― ―

242

http://webdb2.museum.tohoku.ac.jp/data_base/
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