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まなぶひと 

■ごあいさつ

―東北大学 まなび情報誌「まなぶひと」― 

 大学は学生や研究者のためのもの、と思ってはいませんか？実はそうでもありません。東北大学は、 

さまざまな分野での研究成果や保有する資産・空間を、地域のみなさまと広く共有したいと考えています。 

そこで生まれたのが、この「まなぶひと」。 

東北大学が実施しているさまざまな公開講座、講演会、コンサート、企画展や公開施設など、地域の 

みなさまに広くご参加、ご来場いただきたいイベント情報等をお届けいたします。 

「まなび」を愛するみなさまの「まなぶひととき」にお役立ていただければ、幸いです。 

東北大学 まなび情報誌 

表紙：仙台城跡二の丸出土第９地点出土品 

[左上・右下：肥前焼（江戸時代後半）] 

[右上・左下：唐津焼向付（江戸時代初期）] 
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■東北大学における主な社会連携事業

社会のなかの東北大学
■暮らしの中に生きる、身近な東北大学を目指して。

大学の使命はまず、教育・研究を通じて社会に有意な人材を輩出し、最新の研究成果を生み出してい

くことですが、もう一つ、大切な使命があります。それは地域社会との連携です。  

 東北大学は日本を代表する大学であるべきと同時に、東北、宮城、そして仙台に深く根付いた、地域

のみなさまに身近な大学でなければなりません。 

 実践的なフィールドワーク、社会のニーズに応じたテーマの講義、またさまざまな文化事業などの社

会連携活動を積極的に推進し、地域のみなさまに寄り添い、ご支援をいただけるよう努めていきたいと

考えています。 

みなさまの暮らしの中でともに歩み続ける東北大学に、どうぞご期待ください。 

公開講座・講演会

•市民のためのサイエンス講座

•東北大学レクチャーシリーズ

•サイエンスカフェ・リベラルアーツサロン

文化事業

•川内萩ホールフォーシーズンズ・プログラム

•からひらロビーミニコンサート

•ミュージックプログラム

•歴史的資産の保存・公開 など

出前授業

•減災ポケット「結」プロジェクト

•楽しい理科の話

•サイエンスデイ

地域連携

•中高校生職場体験、学校訪問

•仙台七夕花火祭

•アカデミックツーリズム

コンベンションの推進

•コンベンション誘致に関する窓口の設置

•コンベンション開催、学校等主催行事への供与

•百周年記念会館川内萩ホールの運営

施設公開

•東北大学史料館

•総合学術博物館・理学部自然史標本館

•東北大学植物園

•東北大学附属図書館

ち い き 

社会 
地域・企業 

東北大学 

大学への共感・ご支援 

大学の教育・研究成果の還元・共有 

Web まなぶひと 

東北大学の web ページからも「まなぶひと」をご覧いただけます。 

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/social/relation/04/relation0401/
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/social/relation/

04/relation0401/ 
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【写真】仙台城跡⼆の丸第 17 地点出⼟肥前磁器。出⼟する
磁器は肥前焼のほか、中国からの輸⼊品も。（会場①にて展⽰）

川内キャンパスは、国指定史跡仙台城跡に隣接する重要な場所として、埋蔵⽂
化財包蔵地（遺跡）に指定されています。この場からは、縄⽂・弥⽣時代の⼟器
や⽯器、古代の⽡なども出⼟しますが、中でも数多く出⼟するのが、伊達政宗の
時代以降に使⽤されていた陶磁器などの⽣活⽤品です。それもそのはず、川内南
キャンパスには、伊達政宗の娘の五郎⼋姫の屋敷や、⼆代藩主伊達忠宗により造
営された⼆の丸、また川内北キャンパスには武家屋敷が建てられていました。
政宗の時代には、城は⼭城としての機能が重視され、政治や儀式の中⼼は⼭の

上の本丸で執り⾏われていましたが、幕藩体制の安定とともに政治の中枢機能は
⼆の丸へと移り、以後約 230 年の永きに渡り⼆の丸は藩の政治と⽂化の中⼼地と
なりました。
政宗公⽣誕 450 年の節⽬に当たる今年度、その貴重な出⼟品を直に⽬にするこ

とができる展⽰が⾏われています。数百年の年⽉を経ても⾊褪せない品々の魅⼒
に触れ、伊達家ゆかりの⼈々の⽣活に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

特集：仙台城跡⼆の丸（川内キャンパス）出⼟遺物

―

伊
達
の
跡
・
伊
達
の
品―



詳しくは の
チラシをご覧ください。

【会場】東北⼤学史料館（⽚平キャンパス内）
【会期】2018 年 1 ⽉ 15 ⽇ ( ⽉ ) 〜 2 ⽉ 9 ⽇（⾦） 10:00 〜 17:00
    ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ ( 祝⽇を除く）

①川内キャンパスのむかしむかしⅠ
 〜仙台城跡⼆の丸〜

 ⼆の丸跡からは碁⽯、将棋の駒、⽵とんぼ、⼟⼈形など玩具も多く出⼟。⼟⼈形では雛
⼈形などの節句⼈形、⽝や猫などの動物、七福神や狛⽝など縁起物などがみられる。⼦供
の守り神や縁⽇での⼟産などとして作られたという説も。志野焼の南蛮⼈⼈形は、類例の
ない⾮常に貴重なもの。⼿⾜が⽋けているため⽤途はわからないが、燭台などの可能性が
考えられるという。

【写真】仙台城跡⼆の丸第９地点出⼟⼟⼈形（左：猫、中上：⽝、中下：猪）、志野焼南蛮⼈⼈形（右）
（いずれも会場①にて展⽰）

【写真】仙台城跡⼆の丸第 9 地点出⼟陶器。江⼾時代後半に使⽤されていた京焼。銹絵や⾊絵で繊細
な⽂様が描かれる。緻密な素地と卵⻩⾊気味の釉は京焼の特徴。艶を失わない表⾯に⾛る貫⼊も美
しい。肥前や⼤堀相⾺などの陶器窯では、⾼級品である京焼を模倣した製品が作られることもある。

（会場②にて展⽰）

【会場】東北⼤学百周年記念会館 川内萩ホール展⽰ギャラリー
（川内キャンパス内）

【会期】常設展⽰ 9:30 〜 17:00 （⽕曜⽇休館） 
※イベント開催時は展⽰を⾒学できない場合があります。

詳しくは川内萩ホールまでお問い合わせ下さい。 【TEL】022-795-3391

②かわうち今昔ものがたり

≪①②いずれも⼊場無料≫

〇内容に関する問い合わせ先：東北⼤学埋蔵⽂化財調査室【TEL】022-217-4995【E-mail】maibun@grp.tohoku.ac.jp

さびえ

 



区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
【募集中】 

①10/3(火)-

②11/1(水)-

東北大学MOOC 

①「memento mori -死を想え-」

②「解明：オーロラの謎」

オンライン 

（対面授業あり） 

オープンオンライン
教育開発推進センター 
secretary.mooc@grp.
tohoku.ac.jp 
無料 

企画展 

【申込不要】 
12/12(火)-

1/21(日) 

附属図書館国連寄託 

図書館展示「ユネスコ： 

心の中に平和の砦を」 

附属図書館本館 
1 号館エントランス
展示コーナー 
■川内キャンパス

[平日] 
8:00-22:00 
[土日祝] 
10:00-22:00 

附属図書館参考調査係

TEL:022-795-5935 

無料 

企画展 

【申込不要】 

1/15(月)-

2/9(金) 

東北大学創立 110 周年記念  

・伊達政宗公生誕 450 年記念

「川内キャンパスのむかしむかしⅠ

「～仙台城跡二の丸～」 

東北大学史料館 

■片平キャンパス

[平日] 

10:00-17:00 

(祝日を除く) 

埋蔵文化財調査室 

TEL:022-217-4995 

無料 

公開講座 1/16(火) 理研よこはまサイエンス

カフェ with 東北大学 

au SENDAI 2F 

イベントスペース 

18:00-19:30 理化学研究所横浜事業所

TEL:045-503-9111  

※要問合せ(締切済み) 

公開講座 

【募集中】 

1/17(水) 災害科学国際研究所第 2 回

実践的防災学シンポジウム

「すこやかな暮らしの復興

～復興のその先を見据えて～」 

災害科学国際研究所棟

1 階多目的ホール 

■青葉山キャンパス 

15:00-18:30 災害科学国際研究所 

総合減災プロジェクトエリア 

TEL:022-752-2135 

無料/E-mail,TEL 申込 

公開講座 
【申込不要】 

1/19(金) 第 148 回サイエンスカフェ

「食べ物を美味しくする加工技術

～故きをたずねて新しきを知る～」  

青葉山コモンズ１Ｆ

ラーニングコモンズ 

■青葉山キャンパス 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink 付 
※サイエンスカフェポイント対象  

公開講座 

【申込不要】 

1/20(土) 医学系研究科未来型医療関連イベント

市民公開講座「エピゲノム

って何だろう？‐記憶され

る生活習慣の科学‐」 

片平さくらホール 

■片平キャンパス

14:00-15:30 

13:30 開場 

医学系研究科・医学部広報室 

TEL:022-717-3607 

無料 

公開講座 

【申込不要】 

1/20(土) 第 55 回東北大学 

農学カルチャー講座 

「貝にまつわる愉快？な話」  

青葉山コモンズ 

■青葉山キャンパス

14:00-17:00 翠生農学振興会 

TEL:022-757-4070 

無料 

公開講座 1/21(日) せんだい環境学習館 た

まきさんサロン サロン講座

「狩猟と食～なぜ？鹿の駆

除が必要になったのか～」 

たまきさんサロン

（環境科学研究科本館） 

■青葉山キャンパス 

13:30-15:30 せんだい環境学習館

たまきさんサロン 

TEL:022-214-1233 

※要問合せ(締切済み) 

公開講座 1/24(水), 
2/7(水), 
2/21(水), 
3/7(水) 

せんだい環境学習館連続講座

「環境科学がよく解かる、

ディスカッション！」 

たまきさんサロン

（環境科学研究科本館） 

■青葉山キャンパス

18:30-20:30 せんだい環境学習館

たまきさんサロン 

TEL:022-214-1233 

※要問合せ(締切済み) 

公開講座 

【募集中】 

1/25(木)- 東北大学MOOC 

「東日本大震災の教訓を活

かした実践的防災学へのア

プローチ-災害科学の役割」 

オンライン オープンオンライン

教育開発推進センター 

secretary.mooc@grp.

tohoku.ac.jp 

無料 

E v e n t  C a l e n d a r

2018.1.15 ～ 2018.3 東北大学関連 イベントカレンダー 
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
【申込不要】 

1/26(金) 第 51 回 IRIDeS 金曜フォーラム

「災害に備えて・災害が起きたときに、

現場で求められているものは何か」  

災害科学国際研究所棟

1 階多目的ホール 

■青葉山キャンパス 

16:30-18:30 災害科学国際研究所 広報室  

TEL:022-752-2049 

無料 

公開講座 

【申込不要】 

1/28(日) 第 14 回 東北大学男女

共同参画シンポジウム

「性・生・制を考える」 

医学部開設百周年

記念ホール 

(星陵オーディトリアム) 

 

■星陵キャンパス 

13:00-17:00 

[茶話会] 

17:00- 

総務企画部総務課 
TEL:022-217-4811 
無料/託児所あり(無料) 
 (生後 6 ヵ月-小学 3 年生まで) 
[茶話会] 会費:1,000 円 
託児所&茶話会申込先(1/21 まで):  
danjyo@grp.tohoku.ac.jp 

講演会 

【申込不要】 

1/29(月) 講演会「西洋史学は 

ディシプリンか―母国語による

近代化の上に成立した世界

的にユニークな学問―」 

国際文化研究科研

究科棟 1 階会議室 

 

■川内キャンパス 

16:20-17:50 国 際 文 化 研 究 科 江 藤 裕 之 

hiroyuki.eto.d6@tohoku.ac.jp 

無料 

公開講座 
【申込不要】 

1/30(火) 第 5 回東北大学病院 

肝臓病教室「肝硬変について

～いろいろな症状に対する新しい治療～」 

東北大学病院外来診療棟

1 階キャンサーボード室 

■星陵キャンパス 

15:00-16:00 東北大学病院  
肝疾患相談室 
TEL:022-717-7031 
無料 

公開講座 

【募集中】 

2/2(金) 災害復興新生研究機構

シンポジウム「震災復興と

創造・変革の先導を目指して」 

<東京> 

有楽町朝日ホール 

(有楽町マリオン 11F) 

13:00-17:00 

12:00-受付 

災害復興新生研究機構 
企画推進室(総長室) 
TEL:022-217-5009 
無料/定員 500 名 
web,FAX 申込 

公開講座 

【募集中】 

2/3(土) 学都仙台コンソーシアム

サテライトキャンパス公開講座

『講座仙台学 2018』 

①「仙台のスポーツとボランティア」 

②「仙台の地名と災害」 

仙台市市民活動 

サポートセンター

6 階セミナーホール 

①10:30-12:00 

②13:00-14:30 

教育・学生支援部 

教務課教育支援係 

TEL:022-795-4933 

無料/定員各 80 名 

先着順/E-mail,FAX 申込 

申込締切:1/26 

公開講座 

【募集中】 

2/3(土) 東北講演会 

「仙台藩の戊辰戦争」 

片平さくらホール 

 

■片平キャンパス 

14:00-15:30 

[懇親会] 

15:40- 

一般社団法人学士会事業課  

TEL:03-3292-5955 

講演会:無料/懇親会:3 千円 

定員:120 名/E-mail 申込 

公開講座 
【募集中】 

2/7(水) COI 東北拠点シンポジウム

「202X 年の健康幸福社会を実現する

データ・インテグレーション」 

<東京＞COREDO 室町 3 

室町ちばぎん三井

ビルディング 8 階 

13:00- 

12:00 開場 

イノベーション戦略
推進センター事務支援室 
TEL:022-752-2186 
会費:4 千円 
定員 150 名/E-mail 申込 

講演会 

【募集中】 

2/7(水) 東証 IPO セミナー in 

SENDAI Entrepreneur 

Week 

<セミナー> 

金属材料研究所 

２号館１F 講堂 

<懇親会＞ 

レストラン萩 

[セミナー] 

14:00-17:05 

13:30-受付 

[懇親会] 

17:15-18:30 

産学連携機構 
TEL:022-217-6045 
セミナー無料/定員 100 名 
懇親会費:2 千円 
web,FAX 申込 
申込締切:1/31 

公開講座 

【募集中】 

2/10(土) 災害科学国際研究所 

シンポジウム「歴史が導く

災害科学の新展開」 

災害科学国際研究所棟

1 階多目的ホール 

 

■青葉山キャンパス 

13:00-17:00 災害科学国際研究所 
災害文化研究分野 
TEL:022-752-2146 
無料 
web 申込,当日参加可 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

14 

 

詳細はP10からの詳細情報、同じ番号のチラシをご覧ください。 
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区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

公開講座 
【募集中】 

2/18(日) 情報科学研究科シンポジウム

「『情報科学』から『交通

ネットワーク』を考える」 

情報科学研究科棟 

2 階 大講義室 

■青葉山キャンパス 

13:00-17:00 

12:30 受付

開始 

情報科学研究科総務係 
TEL : 022-795-5813  
is-somu@grp.tohoku.ac.jp 
無料/先着 150 名 
web 申込可 

コンサート 

【発売中】 

2/18(日) 川内萩ホール フォー

シーズンズ・プログラム 

2017 - 2018 vol. 4「山田和

樹指揮 東京混声合唱団」 

川内萩ホール 

 

 

■川内キャンパス 

15:00 開演 

14:30 開場 

河北新報社企画事業部 
TEL:022-211-1332 
S 席:5,200 円 
A 席:4,500 円 
大学生以下:3,000 円 
※萩友会プレミアム会員割引あり  

公開講座 

【申込不要】 
2/23(金) 第 149 回サイエンス

カフェ「宇宙に響くさえず

りとジオスペース」 

せんだいメディア

テーク 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室

TEL:022-217-5132 

無料/1Drink 付 

※サイエンスカフェポイント対象  

公開講座 

【申込不要】 
2/23(金) 第 52 回 IRIDeS 金曜フォーラム

「南海トラフ地震の予測可

能性と社会対応」※チラシなし 

災害科学国際研究所棟

1 階多目的ホール 

■青葉山キャンパス 

16:30-18:30 災害科学国際研究所広報室 

TEL:022-752-2049 

無料 

公開講座 

【募集中】 
2/23(金) 第 13 回からだの教室

「オトコだって悩んでます！

不妊治療のホンネ」 

SENDAI KOFFEE CO.

(青葉区春日町 4-

25 パストラルハ

イム春日町 1F) 

19:00-20:30 

18:30 開場 

東北大学病院 広報室
「からだの教室」担当 
TEL:022-717-7149 
無料/定員 25 名 
web 申込/締切:2/2 

公開講座 

【募集中】 

2/24(土) 福島大学うつくしまふくしま

未来支援センター仙台シンポジウム

「ほんとの空が戻る日まで 

-震災の記録と教訓を残し、未来に活かす-」  

片平さくらホール 

 

 

■片平キャンパス 

13:00-17:30 うつくしまふくしま

未来支援センター事務室 

TEL:024-504-2865 

無料/定員 150 名 

FAX,web 申込 

公開講座 

【募集中】 
3/10(土) 『かたりつぎ』朗読と

音楽の夕べ 

多賀城市文化センター

大ホール 

14:00 開演 

(16:00 終演予定) 

13:00 開場 

災害科学国際研究所
災害アーカイブ研究分野 
TEL:022-752-2099 
無料/申込先着順 
申込締切:2/20 消印有効  

公開講座 
【申込不要】 

3/16(金) 第 150 回サイエンスカフェ

「追跡！体内の薬のゆくえ

～機能画像からはじまる未来医療～」 

せんだいメディア

テーク 

18:00-19:45 広報課社会連携推進室 

TEL:022-217-5132 

受講料無料/1Drink 付 

※サイエンスカフェポイント対象  

コンサート 

【発売中】 
3/24(土) エフエム仙台開局 35 周年記念

東北大学川内萩ホール Classical Wave

「オーケストラで歌うエバー

グリーンコンサート」 

川内萩ホール 

 

■川内キャンパス 

17:00 開演 

16:00 開場 

エフエム仙台サウンズ 
TEL:022-265-7716 
一般:4,800 円 
萩友会:3,800 円 
学生:2,500 円 

企画展 

【申込不要】 

常設 かわうち今昔ものがたり 川内萩ホール 
正面エントランス 
■川内キャンパス 

火曜休館 川内萩ホール 
TEL:022-795-3391 
無料 

 ※当該記載事項は、1 月 10 日現在の情報です。記載内容等に変更がある場合もあります
ので、詳細については、別添のチラシを参照するか、問い合せ先にご確認ください。 

※萩友会のプレミアム会員は、割引価格でチケットを購入、また東北大学の一部施設への
入館・入園料が無料になります。萩友会への加入方法や割引特典等の詳細は、「萩友会」
で検索していただくか、東北大学萩友会（022-217-5059）までお問い合わせください。 

※博物館・植物園の窓口では萩友会会員証をご提示ください。 
※開催日が迫っているもので申し込みが必要なものは、すでに募集を締め切っている場合
がありますので、必ず問い合せ先にご確認ください。また、募集期間が過ぎているもの
でも、定員に余裕がある場合は、参加申し込みを受け付ける場合もありますので、問合
せ先にご確認ください。 

 

東北大学が主催するサイエンスカフェ・リベ
ラルアーツサロンでは、参加するごとにポイン
トがたまり、獲得ポイントに応じて東北大学オ
リジナルグッズをプレゼントしています。 
ポイントカードはサイエンスカフェ・リベラ

ルアーツサロンの受付にてお配りしています。 
ぜひご活用ください！ 

サイエンスカフェポイントとは？ 

 

31 
 

24 
 

23 

25 
 

29 
 

28 
 

22 

26 
 

27 
 

30 
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ｐ 

東北大学関連 

イベント詳細情報 

2018.1.15～ 

各イベントのチラシをほぼ開催日順に掲載しています。 

掲載事項（開催日時、イベント名、会場など）は 

変更になる場合があります。 

詳細は各お問い合せ先にご確認ください。 
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29

会期：

月曜日～金曜日 
(祝日、夏期休業日、年末年始除く)　

会場：東北大学史料館
(仙台市青葉区片平2-1-1 片平キャンパス内）

10:00～17:00

　 2018年１月15日（月）～２月９日（金）

巡回展示 決定！

広
　
瀬
　
川

青葉通
一番町

仙　台

地
下
鉄
南
北
線

地下鉄東
西線

五

橋

裁判所

片平小

中央郵便局

東北大学
片平キャンパス

東北大学正門前

霊屋橋 東北大史料館

JR

仙
　
台
　
駅

東
二
番
丁
通

河北新報社

中央警察署

五橋中

SS30

免疫は体を守る？
それとも病気にさせる？

［お問い合わせ］
理化学研究所  横浜事業所
[TEL]045-503-9111（代表）
[E-mail]yscafe@riken.jp

au SENDAI
宮城県仙台市青葉区一番町三丁目8番8号　
一番町stearビル
［会場へのアクセス］
1. 地下鉄青葉通一番町駅から徒歩3分
2. 地下鉄広瀬通駅から徒歩5分
3. ＪＲあおば通駅から徒歩10分

詳しいサイエンスカフェのご案内はウェブサイトをご覧ください

www.yokohama.riken.jp/sciencecafe/

野地智法
東北大学
大学院農学研究科・農学部
准教授

静岡県出身。東北大学農学部を卒業した
後、東北大学大学院農学研究科を修了し、
博士（農学）を取得。東京大学医科学研究
所、米国ノースカロライナ大学で、ポスドク
研究員として、計７年間、研究三昧の日 を々
過ごしました。趣味は、ファミリーフィッシン
グ（決して本格的と言えるレベルではなく、
酒の肴になる程度の魚を釣ること）です。

講師

茂呂和世
理化学研究所
統合生命医科学研究センター
自然免疫システム研究チームチームリーダー

栃木県出身。日本大学歯学部卒業後、
慶應義塾大学医学研究科を経て、博士
号取得（医学）。 趣味は……以前はアク
アリウムでしたが、最近は研究が趣味
と実益を兼ねているような？ いつも前向
きに！明るく！ 楽しく！ がモットーです。

講師

TOMONO R I
N O CH I

K A Z U YO
MO RO

Riken Yokohama Science Cafe
理研よこはまサイエンスカフェ

1
2
webサイトより申し込み
http://www.yokohama.riken.jp/sciencecafe/
にアクセスし、フォームよりお申し込み

E-mailよりお申し込み
氏名、年齢、電話番号を記載のうえ、
yscafe@riken.j p宛にお申し込み

◉お申し込みいただいた皆様へは当落にかかわらず
　参加の可否をご連絡いたします

au SENDAI 2Fイベントスペース

40名［抽選］ 

会場

定員

日時

要予約
参加費
無料申込方法  ＊12月24日［日］必着

申込期間  12月1日［金］から12月24日［日］まで

1月16日［火］18:00-19:30
［開場17:30］

新しいリンパ球「2型自然リンパ球」を
2010 年に発見し、
現在はこの自然リンパ球の制御による
アレルギー治療を目指した研究を行っている
理化学研究所 統合生命医科学研究センター
自然免疫システム研究チームの
茂呂和世チームリーダー。
主にウシを対象として
生産性向上への応用を目指し、
生産機能に関する生体機構について、
細胞･組織学的観点から個体レベルに及ぶ
形態学的研究を展開している
東北大学 大学院農学研究科・
農学部の野地智法准教授。
この二人をつなぐ研究テーマ「免疫」の
表と裏の役割について熱く語ります。

山形銀行藤崎本館Kurax

藤崎大町館

広瀬通

青葉通り

東
二
番
丁
通

仙台
フォーラス

電力ホール

au SENDAI

地下鉄東西線
青葉通一番町駅
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【参加登録】  以下の電子メール、または電話で、「実践的防災学シンポジウム」に参加希望とご連絡ください。
　　　　　  事務局　東北大学災害科学国際研究所　総合減災プロジェクトエリア（当研究所　都市再生計画技術分野内）
　　　        電子メール　iwatalab@irides.tohoku.ac.jp（担当者：須藤、眞野、菅野 )
　　           電話　022-752-2135（担当者：須藤、眞野、菅野 ) 【主催】東北大学災害科学国際研究所

プログラム

災害科学国際研究所　1F多目的ホール
（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 468-1）

http://irides.tohoku.ac.jp/access/index.html

2018 年 1月 17日（水）
15:00-18:30

15:00  開会の挨拶 東北大学災害科学国際研究所 総合減災プロジェクトエリア長　 丸谷浩明

15:05  趣旨説明 東北大学災害科学国際研究所 地域・都市再生研究部門  岩田司

第1部 : 報告 1「すこやかな住まいの復興」
15:20  「汶川大震災における住まいの再生と地域の活性化」  

東北大学災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門  マリ・エリザベス 

15:40  「復興前後の住まい方変化から見る高齢社会における住まいづくり」 
東北大学工学研究科都市・建築学専攻 佃悠

第2部：報告2「すこやかな生活の復興」
16:10 「被災地域における高齢者のメンタルヘルス～高齢社会における復興後を見据えた地域づくりに向けて～」  

東北大学災害科学国際研究所 災害医学研究部門　 富田博秋
16:30  「海外の事例から見た災害復興後の地域コミュニティの変化と問題点」  

東北大学災害科学国際研究所 地域・都市再生研究部門  村尾修 

第3部：「すこやかな生活の復興　～復興のその先を見据えて」
17:00 パネルディスカッション

 モデレータ：東北大学災害科学国際研究所　情報管理・社会連携部門  平野勝也

パネラー 立命館大学政策科学部  塩崎賢明
東北大学災害科学国際研究所 地域・都市再生研究部門 岩田司
東北大学災害科学国際研究所 災害医学研究部門  栗山進一
東北大学工学研究科都市・建築学専攻 小野田泰明
東北大学災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 井内加奈子

18:25   閉会の挨拶 東北大学災害科学国際研究所 減災・復興ユニット長   村尾修 

第 2回 実践的防災学シンポジウム
2nd IRIDeS Action-oriented Disaster Risk Reduction Symposium

東北大学災害科学国際研究所

入場
無料

すこやかな暮らしの復興
～復興のその先を見据えて～

講演

　カキ、ホタテ、アカガイ、アサリ、シジミ、ハマグリ、ムール貝・・・。いずれも舌をうならせてくれる貝たちです。
貝たちは私たちの舌を喜ばせるために生きているわけではなく、生き物として自分が生き残り、

子孫を残すためにいろいろな作戦を練っています。毒を貯めることもあります。
この講座では、そんな貝たちの様々な知恵や毒の秘密を紹介します。

　皆様、お誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。

第55回東北大学農学カルチャー講座

〒980-0845  宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1　仙台市地下鉄東西線・青葉山駅より徒歩5分

〈後援〉 宮城県、 仙台市、 仙台放送局、 財団法人かき研究所、、 、 、、 宮城県食品産業協議会

主　催

内容に関する問い合わせ 翠生農学振興会（東北大学大学院農学研究科内）TEL & FAX 022-757-4070
東北大学大学院農学研究科　（公財）翠生農学振興会

、

日時 ： 平成30年1月20日（土）14:00～17:00
場所 ： 東北大学青葉山新キャンパス　青葉山コモンズ

長澤  一衛

高橋  計介

山下  まり

（東北大学大学院農学研究科・助教）

（東北大学大学院農学研究科・准教授）

（東北大学大学院農学研究科・教授）

事前申込
不要・

参加費無料  

二枚貝類の繁殖生理機構1

二枚貝の生体防御機構2

いろいろな貝毒3
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tamaki3salon@city.sendai.jp
022-214-1233 FAX 022-393-5038

30 1 24  
30 2  7  
30 2 21  
30 3  7  

   18 30 20 30     
    

 

18 30  
18 35  
19 00  

 
20 00  
20 20  
20 30  

 

FAX
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第第 5 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：22018 年 1 月 30 日（火）

15 時 00 分～16 時 00 分

場所：東北大学病院外来 1 階　キャンサーボード室

テーマ「肝硬変について

～いろいろな症状に対する新しい治療～」

講師：東北大学病院 消化器内科

梅津 輝行 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）
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学士会事業課（03-3292-5955/ 平日９:00 ～ 17:00）

学士会主催　東北大学・東北大学萩友会共催学士会主催　東北大学・東北大学萩友会共催

仙台藩の戊辰戦争仙台藩の戊辰戦争
東 北 講 演 会東 北 講 演 会東 北 講 演 会

中村　彰彦 氏（作家）

東北大学　片平さくらホール
（仙台市青葉区片平 2-1-1）
  ※JR「仙台」駅西口より徒歩 15分
  ※仙台市地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南１口より徒歩約 10分

14：00 ～ 講演会
15：40～ 懇親会 2018 年２ ３月 日 (土)

日　時

会　場

120 名定　員

3,000 円　　（講演会のみ無料）会　費

講　師

主　催 学士会 共　催共　催 東北大学・東北大学萩友会

④同伴者氏名（フリガナ）・年齢

①氏名（フリガナ）・年齢 ②住所・電話番号
③出身大学・学部・卒年　※学士会会員または関係七大学ご出身の方

⑤参加希望の別（講演会・懇親会共に参加 ／ 講演会のみ参加）

参加ご希望の方は、下記必要項目を明記の上、件名を「東北講演会」として、
学士会までメールでお申込みください。

メール：area@gakushikai.or.jp

※学士会会員以外の方もお申込みいただけます。定員に達し次第締め切らせていただきます。
※会費は、当日受付にてお支払ください。

※学士会会員以外の方で、関係七大学ご出身の方は、準会員（登録無料・会費不要）として、
　今後も学士会からのご案内を差し上げます。

※当日参加も歓迎しますが、事前参加登録をお薦めします。
　当日受付で名刺一枚頂戴いたします。

ドトールローソン
福徳神社

YUITO

コレド
室町 1

コレド
室町 2

入口

スター
バックス

日本橋三越

新日本
橋駅

三
越
前
駅

三越前駅

総武本
線

江戸通
り

り
通
和
昭

り
通
央
中

首
都
高
速
1
号
上
野
線

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

東
京
メト
ロ
日
比
谷
線

小
伝
馬
町
駅

東京メトロ
半蔵門線

三井記念美術館

日本橋
三井タワー

日本銀行

日本橋コレド室町３
（室町ちばぎん三井ビルディング８階）
日本橋ライフサイエンスハブ 

N

※別途、参加お申込みください。　※会費は、当日受付で頂戴いたします。
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https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mamf-lbmdqa-
380853e6623e171b26955ee24599c244
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SUNDAY MORNING WAVE

Datefm 10:00-10:05
hesso

J:COM
18:00- 19:00- 22:00- 19:00-

/ ONLINE NEWS
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キャンパス 施設名 開館時間 休館⽇ 問合せ・その他

⽚平
魯迅の階段教室
（旧仙台医学専⾨学校六号
教室）

毎週⽕・⽊曜⽇の
13:00〜16:00

祝⽇、6/22、夏
季休業⽇、年末
年始

総務企画部広報課
022-217-6090
※１週間前までに要予約
学術⽬的でのみ公開

⽚平 東北⼤学史料館
10:00〜17:00
※12:00〜13:00は
閲覧室休み

⼟・⽇・祝⽇、
夏期休業⽇、
年末年始

東北⼤学史料館
022-217-5040
無料

⽚平 本多記念室
・資料展⽰室 9:00〜16:30

⼟・⽇・祝⽇、
夏期休業⽇、
年末年始

⾦属材料研究所
情報企画室広報班
022-215-2144
無料
※案内希望の場合10⽇前
 までに連絡

⽚平
エクステンション

教育研究棟
１F広報展⽰スペース

8:30〜17:15
⼟・⽇・祝⽇、
夏期休業⽇、
年末年始

総務企画部広報課
022-217-4816
無料

川内 東北⼤学植物園 9:00〜17:00
(春分の⽇-11/30)

⽉曜定休
（⽉曜祝⽇の場
合祝⽇明け）

東北⼤学植物園
022-795-6760
⼤⼈：230円 
⼩中学⽣：110円
※団体料⾦、年間パスポート
等あり

川内 ⻄澤記念資料室 9:00〜16:00 ⼟、⽇、祝祭⽇
教育・学⽣⽀援部 ⼊試課
022-795-4804
無料

川内
東北⼤学百周年記念会館
(川内萩ホール)
展示ギャラリー

9:30〜17:00 ⽕、年末年始
川内萩ホール
022-795-3391
無料

⻘葉⼭ ⾃動⾞の過去・未来館 8:00〜20:00 年中無休
機械系広報推進室
022-795-4043
無料

⻘葉⼭
東北⼤学理学部

⾃然史標本館
(東北⼤学総合学術博物館)

10:00〜16:00
⽉曜定休
（⽉曜祝⽇の
場合祝⽇明け）

東北⼤学総合学術博物館
022-795-6767
（個⼈）⼤⼈:150円

⼩中学⽣:80円
※萩友会プレミアム会員は
入場無料
※団体料⾦(20名以上)あり

⻘葉⼭ 東北⼤学⼤学院薬学研究科
・薬学部附属薬⽤植物園 9:00-17:00 ⼟・⽇・祝⽇

附属薬⽤植物園
022-795-6799
無料
※園内の案内や解説は
   事前連絡

⻘葉⼭
分散コンピュータ博物館
(サイバーサイエンスセン
ター展⽰室)

9:00〜17:00 ⼟・⽇・祝⽇
サイバーサイエンスセンター
022-795-3406
※説明、10名以上の⾒学時
は要事前連絡

その他 阿部次郎記念館 10:00〜16:00
⽇、⽉、祝祭⽇、
⽉末⽇、12/28-
1/4

阿部次郎記念館
⻘葉区⽶ヶ袋3丁⽬4-29 
022-267-3284
無料

東北⼤学⼀般公開施設⼀覧
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各キャンパスまでは、下記の地図を参照の上ご来場ください。 

キャンパスマップ 

「まなぶひと」のおもな配架場所 

[片平キャンパス]北門会館(エントランス・萩友会ラウンジ)、北門守衛室、エクステンション教育研究棟、本部棟エン
トランス、史料館 [川内キャンパス]川内萩ホール、附属図書館本館、川内厚生会館  [青葉山キャンパス]総合学術
博物館、工学部購買部 [星陵キャンパス]東北大学病院  [その他]国際センター駅、せんだいメディアテークフリー
ペーパーコーナー、仙台市市民活動サポートセンター 

■ 片平キャンパス

（地下鉄） 

五橋駅（仙台市地下鉄南北線）      北 2 口から徒歩約 10 分 

青葉通一番町駅（仙台市地下鉄東西線）  南 1 口から徒歩約 10 分 

（バス） 

仙台市営バス仙台駅前 11 番乗り場から「(東北大学病院前－八木山動物公園駅)八木山動物公園駅行」か「(東

北大学病院前－緑ヶ丘三丁目)緑ヶ丘三丁目行」か「(東北大学病院前－西高校入口)西高校入口行」で約 5 分 

東北大学正門前下車  

■ 川内キャンパス

（地下鉄） 川内駅（仙台市地下鉄東西線）   キャンパス直結 

国際センター駅（仙台市地下鉄東西線）   西 1 口より徒歩約 5 分 

■ 青葉山キャンパス

（地下鉄） 青葉山駅（仙台市地下鉄東西線）   キャンパス直結 

■ 星陵キャンパス

（地下鉄） 

北四番丁駅（仙台市地下鉄南北線）   北 2 口より徒歩約 15 分 

（バス） 

仙台市営バス仙台駅前 9 番乗り場「北山・子平町循環」 

10 番、15-1,15-2 番乗り場 東北大学病院経由  東北大学病院前 下車 

13 番、14 番のりば 東北大学病院経由か北山トンネル・中山経由か山手町・中山経由 東北大学病院

前下車か歯学部・東北会病院前下車 

60 番乗り場 交通局東北大学病院前行 交通局東北大学病院前下車   いずれも所要時間 20 分 
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