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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：『天空に架かる橋』 
撮影：日野太陽  

【東北大学 110 周年フォトコンテスト入選作品】 
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■東北大学における主な社会連携事業

社会に活きる東北大学
■暮らしに息づく、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研究、また様々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
•かたひらロビーミニコンサート
•歴史的資産の保存・公開 等

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 

東北大学をもっと身近に。もっとおトクに。萩友会。 
萩友会はどなたでもご入会いただけます。大学を楽しむプレミアムなパスポート、ゲットしませんか？ 

【会費】プレミアム会員：1,000円/年 永年会員：50,000円

 
【特典例】総合学術博物館・植物園入場無料、川内萩ホールフォー 

しゅうゆうかい 

東北大学萩友会 TEL:022-217-5059 
  しゅうゆうかい  検索 

シーズンズ・プログラム割引優待、講演会のご案内など。目印⇒
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【日程】　　　　　 年　　月　　  日 ( 土 ) ・ 　　 日 ( 日 )2018 9 29 30 【会場】 東北大学百周年記念会館 川内萩ホール ほか

川内運動場

運動場

国
際
セ
ン
タ
ー
駅

川内駅川内亀岡
北裏丁

至  理・薬・
工学部

川内萩ホール川内萩ホール川内萩ホール
附属図書館附属図書館附属図書館

植物園植物園植物園

ホームカミングデー会場エリアホームカミングデー会場エリア

●会期：9/1( 土 )～ 10/28( 日 )
 平日 8:00 ～ 17:00    土日祝 10:00 ～ 17:00

●ギャラリートーク [ 申込不要・現地集合 ]
9/29（土） 10:00/14:00 ２回（約 30分 )
●会場：東北大学附属図書館

エントランスロビー展示コーナーエンントラトランスンスロ

【特別企画①】

東北大学キャンパスにおける
遠古の文化

～青葉山遺跡群と芦ノ口遺跡～
遠古の文化

【特別企画①】

東北大学キャンパスにおける
遠古の文化

～青葉山遺跡群と芦ノ口遺跡～

【特別企画②】

蛮カラ学生の学び舎
～片平キャンパスと旧制二高～

【特別企画②】

蛮カラ学生の学び舎
～片平キャンパスと旧制二高～

【特別企画②】

蛮カラ学生の学び舎
～片平キャンパスと旧制二高～

●会場：東北大学史料館
●会期：9/28( 金 )～ 12/14( 金 )

10:00～ 17:00( 土日祝は16:30)
※9/29( 土 )～ 11/4( 日 )は土日祝も開館します。

【特別

石鏃
(縄文時代  青葉山B遺跡)

赤焼土器
(平安時代   芦ノ口遺跡)

片平キャンパスで
開催 !!

ホームカミングデー当日は、
総合学術博物館や植物園が無料開放！

楽しい企画が盛りだくさん♪
是非、お越しください

植物園

スウィーツタウンスウィーツタウンスウィーツタウン
●会場：川内萩ホール前特設会場
●日時：9/29( 土 )・9/30( 日 )

11:00～ 17:00
今年も東北大学オリジナルのブルーベリー
ジャムやルバーブジャム、日本酒「萩丸」
を素材にした「コラボスウィーツ」の
販売を予定しています！当日限定の宇宙
スウィーツも食べられる！？

●会場：川内萩ホール前特設会場
●日時：9/29( 土 )・9/30( 日 )　11:00～ 17:00

※すずめ踊り・木やりは 9/29( 土 ) のみの予定

in 東北大学

仙台・青葉まつり仙台・青葉まつり仙台・青葉まつり

メイン会場の川内萩ホール前には、
2日間限りのスウィーツタウンが登場!!
メイン会場の川内萩ホール前には、
2日間限りのスウィーツタウンが登場!!
メイン会場の川内萩ホール前には、
2日間限りのスウィーツタウンが登場!!

111 周年記念講演111 周年記念講演111 周年記念講演

せんだい杜の音楽祭せんだい杜の音楽祭せんだい杜の音楽祭
第 2 回第 2 回第 2 回

●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/29( 土 )　13:30～ 15:30 ( 開場 13:00)
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/29( 土 )　13:30～ 15:30 ( 開場 13:00)
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/29( 土 )　13:30～ 15:30 ( 開場 13:00)

●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/30( 日 )　11:00～ 17:00
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/30( 日 )　11:00～ 17:00
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/30( 日 )　11:00～ 17:00

各種コンサートやアートギャラリー、
フォトコンテスト入賞作品の展示もあります！

〇メインコンサート

東北大学交響楽団、東北大学学友会吹奏楽部、東北大学学友会邦楽部

東北大学男声合唱団、東北大学男声OB合唱団、
東北大学混声合唱団同窓会「秋の子」、東北大学混声合唱団

東北学院大学宗教部聖歌隊、合唱団「萩」、
宮城学院女子大学音楽リエゾンセンター

【第 1部】  

【第 2部】

【第 3部】

東北大学による器楽演奏東北大学による器楽演奏

東北大学による合唱演奏東北大学による合唱演奏

仙台の大学、市民の皆さんとの共創仙台の大学、市民の皆さんとの共創

※入場無料

( 入場料：500 円 )

その他

要事前申込受付中

の展示展示
※入

● 詳しいイベントの内容やスケジュールなどは､公式ホームページでご覧ください。

東北大学ホームカミングデー┃

mini

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

中村 智樹中村 智樹
東北大学大学院理学研究科教授東北大学大学院理学研究科教授

吉田 和哉吉田 和哉
東北大学大学院工学研究科教授東北大学大学院工学研究科教授

はやぶさ２が挑む！
太陽系と生命誕生の謎

講演は111周年記念祭の一部として開催されます。
お申し込みはコチラ⇒

はやぶさ２に搭載の「MINERVA-II2」模型展示コーナーや
ペットボトル発射コーナーもあるよ！
詳しくは　　　　のチラシをご覧ください。

東北大学のミスター
はやぶさの二人が
語る、開発秘話！

今年は『宇宙』がテーマの講演や展示のほか、さまざまなイベント目白押し！どなたでもご参加いただけます。ぜひお越しください！

入場無料！

詳しくは　　　　のチラシ
をご覧ください。

特別告知
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【日程】　　　　　 年　　月　　  日 ( 土 ) ・ 　　 日 ( 日 )2018 9 29 30 【会場】 東北大学百周年記念会館 川内萩ホール ほか　

川内運動場

運動場

国
際
セ
ン
タ
ー
駅

川内駅川内亀岡
北裏丁

至  理・薬・
工学部

川内萩ホール川内萩ホール川内萩ホール
附属図書館附属図書館附属図書館

植物園植物園植物園

ホームカミングデー会場エリアホームカミングデー会場エリア

●会場：東北大学附属図書館
　　　　エントランスロビー展示コーナー
●会期：9/1( 土 )～ 10/28( 日 )
平日 8:00 ～ 17:00    土日祝 10:00 ～ 17:00～ 17:00平日

【特別企画①】

東北大学キャンパスにおける
遠古の文化

～青葉山遺跡群と芦ノ口遺跡～
遠古の文化

【特別企画①】

東北大学キャンパスにおける
遠古の文化

～青葉山遺跡群と芦ノ口遺跡～

【特別企画②】

蛮カラ学生の学び舎
～片平キャンパスと旧制二高～

【特別企画②】

蛮カラ学生の学び舎
～片平キャンパスと旧制二高～

【特別企画②】

蛮カラ学生の学び舎
～片平キャンパスと旧制二高～

●会場：東北大学史料館
●会期：9/28( 金 )～ 12/14( 金 )
　　　　10:00～ 17:00( 土日祝は16:30)
※9/29( 土 )～ 11/4( 日 )は土日祝も開館します。

【特別

石鏃
(縄文時代  青葉山B遺跡)

赤焼土器
(平安時代   芦ノ口遺跡)

片平キャンパスで
開催 !!

ホームカミングデー当日は、
総合学術博物館や植物園が無料開放！

楽しい企画が盛りだくさん♪
是非、お越しください

植物園

スウィーツタウンスウィーツタウンスウィーツタウン
●会場：川内萩ホール前特設会場
●日時：9/29( 土 )・9/30( 日 )
　　　　11:00～ 17:00
今年も東北大学オリジナルのブルーベリー
ジャムやルバーブジャム、日本酒「萩丸」
を素材にした「コラボスウィーツ」の
販売を予定しています！当日限定の宇宙
スウィーツも食べられる！？

●会場：川内萩ホール前特設会場
●日時：9/29( 土 )・9/30( 日 )　11:00～ 17:00

※すずめ踊り・木やりは 9/29( 土 ) のみの予定

in 東北大学

仙台・青葉まつり仙台・青葉まつり仙台・青葉まつり

メイン会場の川内萩ホール前には、
2日間限りのスウィーツタウンが登場!!
メイン会場の川内萩ホール前には、
2日間限りのスウィーツタウンが登場!!
メイン会場の川内萩ホール前には、
2日間限りのスウィーツタウンが登場!!

111 周年記念講演111 周年記念講演111 周年記念講演

せんだい杜の音楽祭せんだい杜の音楽祭せんだい杜の音楽祭
第 2 回第 2 回第 2 回

●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/29( 土 )　13:30～ 15:30 ( 開場 13:00)
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/29( 土 )　13:30～ 15:30 ( 開場 13:00)
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/29( 土 )　13:30～ 15:30 ( 開場 13:00)

●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/30( 日 )　11:00～ 17:00
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/30( 日 )　11:00～ 17:00
●会場：東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
●日時：9/30( 日 )　11:00～ 17:00

各種コンサートやアートギャラリー、
フォトコンテスト入賞作品の展示もあります！

〇メインコンサート

東北大学交響楽団、東北大学学友会吹奏楽部、東北大学学友会邦楽部

東北大学男声合唱団、東北大学男声OB合唱団、
東北大学混声合唱団同窓会「秋の子」、東北大学混声合唱団

東北学院大学宗教部聖歌隊、合唱団「萩」、
宮城学院女子大学音楽リエゾンセンター

【第 1部】  

【第 2部】

【第 3部】

東北大学による器楽演奏東北大学による器楽演奏

東北大学による合唱演奏東北大学による合唱演奏

仙台の大学、市民の皆さんとの共創仙台の大学、市民の皆さんとの共創

※入場無料

( 入場料：500 円 )

その他

要事前申込受付中

の展示展示
※入

● 詳しいイベントの内容やスケジュールなどは､公式ホームページでご覧ください。

東北大学ホームカミングデー ┃

mini

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

中村 智樹中村 智樹
東北大学大学院理学研究科教授東北大学大学院理学研究科教授

吉田 和哉吉田 和哉
東北大学大学院工学研究科教授東北大学大学院工学研究科教授

はやぶさ２が挑む！
太陽系と生命誕生の謎

講演は111周年記念祭の一部として開催されます。
お申し込みはコチラ⇒

はやぶさ２に搭載の「MINERVA-II2」模型展示コーナーや
ペットボトル発射コーナーもあるよ！
詳しくは のチラシをご覧ください。

東北大学のミスター
はやぶさの二人が
語る、開発秘話！

今年は『宇宙』がテーマの講演や展示のほか、さまざまなイベント目白押し！どなたでもご参加いただけます。ぜひお越しください！

入場無料！

のチラシ詳しくは
およびP20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 

MOOC 
【開講中/ 
受付中】 

講座ごと 
東北大学MOOC 

無料オンライン講座 
オンライン
（一部対面学習あり） 

随時 東北大学オープンオンライン
教育開発推進センター 
web申込 

公開講座 
【申込不要】 

8/31(金) 第 56 回 IRIDeS 金曜フォーラム
「四川大地震からの復興、
その 10年とこれから」 

災害科学国際研究所
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】 

8/31(金) 第 155回サイエンスカフェ
「見えるもの、見えないもの
～脳と視覚の不思議な関係～」 

せんだいメディア
テーク 1階
オープンスクエア

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

その他 
【募集中】 

-8/31(金) 東北大学 111周年 
フォトコンテスト（春－夏） 
あなたが世界に紹介したい・
自慢したいもの

広報室フォトコンテスト係  
photo_contest@grp.tohoku.ac.jp  
年間大賞:商品券 5 万円、ほか
メール申込

企画展 
【申込不要】 

9/1(土)-
10/28(日) 

東北大学キャンパスに
おける遠古の文化～青葉山
遺跡群と芦ノ口遺跡～ 

附属図書館 
エントランスロビー
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 

埋蔵文化財調査室 
TEL:022-217-4995 
無料 

公開講座・ 
コンサート
【発売中】 

9/2(日) 仙台市天文台×理学研究科
公開サイエンス講座 vol.2
「プラネタリウムコンサート
サックスカルテットで紡ぐ『惑星』のお話」

仙台市天文台 
プラネタリウム 

17:30-19:00 
17:00開場 

仙台市天文台 
TEL:022-391-1300 
大人:1,000 円,高校生以下:500 円
全席自由 

公開講座 
【募集中】 

9/8(土) 第 28 回エコチルセミナー
「ちょっと小さめ？太め？
気になる子どもの成長～ 
ヒントは食生活にあり～」

気仙沼市市民福祉
センターやすらぎ
多目的ホール

10:00-11:30 
9:30受付開始 

エコチル調査宮城
ユニットセンター事務局
TEL:070-6955-2272
無料/FAX,メール,
TEL 申込/締切 9/6

公開講座 
【募集中】 

9/15(土) たまきさんサロン 
サロン講座「仙台市とクマ
～クマについて学び被害を
未然に防ごう～」

たまきさんサロン
（環境科学研究科
本館 1階） 

■青葉山キャンパス

14:00-15:00 仙台市環境局環境共生課
環境調整係 平間 
TEL:022 -214 -0013 
無料/先着 40名 
電話,メール, 
はがき,FAX 申込 

公開講座 
【申込不要】 

9/21(金) 第 156回サイエンスカフェ
「数学はお医者さんになれるか？
～がんのある治療法と数学の関わり～」 

せんだいメディア
テーク 1階
オープンスクエア

18:00-19:45 社会連携課社会連携推進係  
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 

※サイエンスカフェポイント対象

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

2018.8.30 ～ 2018.12 東北大学関連 イベントカレンダー 

1 
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7 

8
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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】 

9/22(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 2018後期「2020東京
オリパラボランティアに向
けて」

仙台市市民活動 
サポートセンター
6 階セミナーホール
（仙台市青葉区一
番町 4-1-3）

10:30-12:00 教育・学生支援部 
教務課教育支援係 
TEL:022-795-4933 
無料/定員:80名/FAX,
メール申込
締切:9/14

公開講座 
【募集中】 

9/22(土) 理学部キャンパスツアー
ぶらりがく「ホタテガイ
の体の中をのぞいてみよう」 

理学研究科合同 C 棟 2 階
青葉サイエンスホール 

■青葉山キャンパス

13:00-14:30 
12:30開場 

理学研究科・理学部 
広報・アウトリーチ支援室 
TEL:022-795-6708 
無料/先着 50名/対象:
一般(小学生以下要同伴)
締切:9/13 
Web申込 

コンサート
【発売中】

9/22(土) 東北大学川内萩ホール 
フォーシーズンズ・プログ
ラム 2018 - 2019 vol. 3
「アリス＝紗良・オット
ピアノ・リサイタル」

百周年記念会館 
川内萩ホール 

■川内キャンパス

14:00開演 
13:30開場 

河北新報社事業部 
TEL:022-211-1332 
S席:5,500円 
A席:4,500円 
学生席:3,000円 
※未就学児童入場不可
※学生席は河北チケットセンターのみ。
※萩友会プレミアム会員割引あり。

公開講座 
【申込不要】 

9/28(金) 第 57 回 IRIDeS 金曜フォーラム
「ティータイムディスカッション
～学際的な災害研究の課題と展望～」 

災害科学国際研究所
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】 

9/28(金) 第 54 回リベラルアーツサロン
「イエ亡き時代の死者のゆくえ
～“死者の記憶”のメカニズム～」  

せんだいメディア
テーク 1階
オープンスクエア

18:00-19:45 社会連携課社会連携推進係  
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 
【募集中】 

9/29(土) たまきさんサロン 
サロン講座「親子で楽しむ、
ヤギとのふれあい講座」

宮城教育大学 9:30-12:00 せんだい環境学習館
たまきさんサロン 
TEL:022 -214 -1233 
無料/対象:小学 3,4年生の子供と保護者  
抽選 12組/メール,は
がき,FAX 申込 
締切:9/19 

祭 
【申込不要】 

9/29(土) 東北大学 111周年 
ホームカミングデー～わた
しの仙台、わたしの東北大学～
※P4,5参照

百周年記念会館 
川内萩ホール 
附属図書館ほか 
■川内キャンパス

11:00-17:00 社会連携課校友係 
TEL:022-217-5059 
無料 

12
 

14 
 

13 
 

16
 

詳細は P12からの詳細情報、同じ番号のチラシをご覧ください。 

11
 

15
 

10
 

 
 
7



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】 

9/29(土) 東北大学基金  
第２回相続・遺言セミナー、
個別相談会 

文科系総合講義棟
2 階小講義室 1(211) 
 
 
 
 

■川内キャンパス 

[セミナー] 
11:00-12:00 
[個別相談会] 
11:00-13:00 

東北大学基金遺贈寄附
サポートセンター 
TEL:0120-279-514 
無料/先着 80名(個別
相談:先着 12組) 
web,FAX,メール申込 
締切:9/14 

講演会 
【募集中】 

9/29(土) 東北大学 111周年記念講演
「はやぶさ２が挑む！太陽
系と生命誕生の謎」 

百周年記念会館 
川内萩ホール 
 

■川内キャンパス 

13:30-15:30 
13:00開場 

社会連携課校友係 
TEL:022-217-5059 
無料/web,メール,FAX 申込 
締切:9/10-17 時 

音楽祭 
【販売中/申込不要】 

9/30(日) 第 2 回せんだい杜の音楽祭 百周年記念会館 
川内萩ホール 
 
 
 
■川内キャンパス 

11:00-17:00 社会連携課社会連携推進係  
TEL:022-217-5132 
[メインコンサート] 
入場料:500円/市内各
プレイガイド/当日券
あり/全席自由 
[他イベント]無料 

公開講座 
【募集中】 

10/13(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 2018後期「シネマを見
ながら、"環境問題"を知
る・考える」 

仙台市市民活動 
サポートセンター
6階セミナーホール 
（仙台市青葉区一
番町 4-1-3） 

13:00-16:30 教育・学生支援部教務課
教育支援係 
TEL:022-795-4933 
無料/定員:40名/FAX,
メール申込 
締切:10/5 

公開講座 
【募集中】 

①10/13(土), 
②10/27(土), 
③11/10(土) 

たまきさんサロン  
サロン講座「暮らしに活か
そう 製本の手わざ」 

たまきさんサロン
（環境科学研究科
本館 1階） 
 
 
 
■青葉山キャンパス  

13:30-16:00 せんだい環境学習館
たまきさんサロン 
TEL:022 -214 -1233 
①500円,②③1,000円
抽選:各回 15名 
メール,はがき,FAX 申込
締切:10/2 

公開講座 
【申込不要】 

10/26(金) 第 58回 IRIDeS金曜
フォーラム「若手研究者が
見据える災害科学研究」 

災害科学国際研究所  

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】 

10/26(金) 第 157 回サイエンスカフェ
「がんは、何から出来てる
の？」 

せんだいメディアテーク  
1階オープンスクエア 

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

22 
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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】 

10/27(土), 
28(日) 

第 2回秋の植物画講座 東北大学植物園 
 
 
 
 
 
■川内キャンパス 

10:00-16:00 植物園公開講座係 
TEL:022-795-6760 
無料(別途入園料)/先着 20 名
往復葉書,メール, 
FAX申込 
締切:10/12 
※萩友会プレミアム会員入園無料  

公開講座 
【申込不要】 

11/9(金) 第 55 回リベラルアーツサロン
「少子高齢化と人口減少社会」 

片平北門会館 2階
エスパス 
 
■片平キャンパス 

18:00-19:45 社会連携課社会連携推進係 
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 
【募集中】 

11/10(土), 
11/17(土) 

国際文化研究科第 25 回
公開講座「国際文化基礎講
座」『世界で今 何が起きて
いるか』 

マルチメディア教育研究棟
６階大ホール 
 
 
 
 
■川内キャンパス 

[11/10] 
14:00-16:20 
[11/17] 
(講義) 
13:00-15:20 
(懇親会) 
15:35-16:35 

国際文化研究科教務係 
TEL:022-795-7556 
一般:2,000円,リピー
ター:1,500 円,学生:無料
先着 100 名/はがき ,
FAX,メール申込 
締切:10/15 

公開講座 
【募集中】 

11/11(日) 学士会・東北大学・東北
大学萩友会共催 東北講演会
「私の研究遍歴とカーボン
ナノチューブの発見」 

片平さくらホール 
 
 
■片平キャンパス 

[講演会] 
14:00- 
[懇親会] 
15:40- 

学士会事業課 
TEL:03-3292-5955 
講演会:無料,懇親会:3,000円
定員 100 名/メール申込 

公開講座 
【申込不要】 

11/16(金) 第 158回サイエンスカフェ
「合成フェロモンを使って
害虫防除」 

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 社会連携課社会連携推進係 
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 
【募集中】 

11/17(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 2018後期「マグロを科
学する―生態から食品学的
特徴に至るまで―」 

仙台市市民活動 
サポートセンター
6階セミナーホール 
（仙台市青葉区一
番町 4-1-3） 

10:30-12:00 教育・学生支援部教務課
教育支援係 
TEL:022-795-4933 
無料/定員:60名/FAX, 
メール申込 
締切:11/9 

公開講座 
【申込不要】 

11/30(金) 第 59回 IRIDeS金曜
フォーラム「北海道南西沖
地震から 25年、日本海・離
島の災害研究」 

災害科学国際研究所  
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 

24 

 

詳細は P12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】 

12/1(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 2018 後期「ブラタモリ風
ぼうさいまち探検のススメ」  

仙台市市民活動 
サポートセンター
6階セミナーホール 
（仙台市青葉区一
番町 4-1-3） 

10:30-12:00 教育・学生支援部教務課
教育支援係 
TEL:022-795-4933 
無料/定員:80名/FAX,
メール申込 
締切:11/23 

公開講座 
【申込不要】 

12/12(水) 第 159回サイエンスカフェ
「医療に役立つソフトマテ
リアル」 

せんだいメディアテーク  
1 階オープンスクエア 

18:00-19:45 社会連携課社会連携推進係  
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 
【募集中】 

12/20(木)-
21(金) 

ひらめき☆ときめき 
サイエンス「加速キッチン  
～サイクロ流 地球にない原子～」  

サイクロトロン・
ラジオアイソトープ
センター講義室 
 
 
■青葉山キャンパス  

[12/20] 
10:00-16:30 
9:00-受付 
[12/21] 
9:30-17:30 
9:00-受付 

サイクロトロン・ラジオアイソ
トープセンター 田中香津生 
TEL:022-795-4392 
無料/対象:中高生/抽選 12 名
web申込 
締切:11/16 

公開講座 
【募集中】 

12/23(日)-
29(土) 

ひらめき☆ときめき 
サイエンス「もしも君が杜
の都で天文学者になったら
2018」 

仙台市天文台, 
東北大学理学部 

[12/23] 
12:30集合 
[12/24-29] 
9:00- 

理学研究科准教授 服部誠 
TEL:022-795-6509 
参加費予定額 21,000 円
(別途交通費、食事代) 
対象:高校生/12名(多
数の場合審査)/web 申込
締切:10/12-24 時 

企画展 
【申込不要】 

常設 
11/22(木)まで 

ATGCナノの旅 スリーエム仙台市科学館  
3階生活系展示室 

9:00-16:45 
入館 16時まで 
月曜・祝/休
日の翌日・
第４木曜休館 

スリーエム仙台市科学館 
TEL:022-276-2201 
一般:500円 
高校生:300円 
小中学生:200円 

企画展 
【申込不要】 

常設 かわうち今昔ものがたり 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 

火曜休館 川内萩ホール 
TEL:022-795-3391 
無料 

 ※当該記載事項は、8 月 25 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。 

 

36 
 

35 
 

  

萩友会プレミアム会員に
なるとお得がいっぱい！ 

鑑賞券のご提示で 
お得なサービス！ 

～お得な特典・ポイント情報～ 
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ｐ

東北大学関連 

イベント詳細情報

2018.8.30～ 

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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東北大学 MOOC 検索

New Courses

1

Re - Opening Courses

2019
http://irides.tohoku.ac.jp/event/irides-forum.html

森口 周二 准教授［災害科学国際研究所］

土砂災害入門
～斜面はなぜ崩れるのか？～
土砂災害入土砂災害入土砂災害入土砂災害入土砂災害入土砂災害入門門門門門門
～斜面はなぜ崩れ～斜面はなぜ崩れ～斜面はなぜ崩れ～斜面はなぜ崩れ～斜面はな～斜面はなぜ崩れるのか？～るのか？～るのか？～るのか？～るのか？～るのか？～
土砂災害入門
～斜面はなぜ崩れるのか？～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

4/27金4/27金 第151回
サイエンスカフェ

尾定 誠 教授［農学研究科］

貝類にまつわる切実な話
～海の有効利用と人工繁殖～
貝類にまつ貝類にまつ貝類にまつ貝類にまつ貝類にまつ貝類にまつわる切実なわる切実なわる切実なわる切実なわる切実なわる切実な話話話話話
～海の有効利用と～海の有効利用と海の有効利用と～海の有効利用と～海の有効利用と～海の有効利用と人工繁殖～人工繁殖～人工繁殖～人工繁殖～人工繁殖～人工繁殖～
貝類にまつわる切実な話
～海の有効利用と人工繁殖～

場所：東北大学青葉山キャンパス
青葉山コモンズ 1階　ラーニング・コモンズ

場所：東北大学青葉山キャン

6/29金6/29金 第153回
サイエンスカフェ

鈴木 匡子 教授［医学系研究科］

見えるもの、見えないもの
～脳と視覚の不思議な関係～
見えるもの見えるもの見えるもの見えるもの見えるもの見えるもの、見えない、見えない、見えない、見えない、見えない、見えないものものものものものもの
～脳と視～脳と視覚の不～脳と視覚の不思～脳と視覚の不思～脳と視覚の～脳と視覚の不思議な関係～議な関係～な関係～な関係～な関係～議な関係～
見えるもの、見えないもの
～脳と視覚の不思議な関係～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

8/31金8/31金

大関 真之 准教授［情報科学研究科］

先生、それって量子の仕業ですか？ 
～量子力学とコンピュータの出会い～
先生、それ先生、それ先生、それ先生、それ生、それ先生、それって量子のって量子のって量子のって量子のって量子のって量子の仕業ですか仕業ですか仕業ですか仕業ですか仕業ですか仕業ですか？ ？ ？？？？
～量子力学とコン～量子力学とコン～量子力学とコン～量子力学とコン～量子力学とコン～量子力学とコンピュータの出会いピュータの出会いピュータの出会いピュータの出会いュータピュータの出会い～～～～～
先生、それって量子の仕業ですか？ 
～量子力学とコンピュータの出会い～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

5/25金5/25金 第152回
サイエンスカフェ

正井 秀俊 助教［材料科学高等研究所］

数学小噺
～日常に数学を～
数学小噺数学小噺数学小噺数学小学小噺数学小噺
～日常に数学を～～日常に数学を～常に数学を～日常に数学を～～日常に数学を～～日常に数学を～
数学小噺
～日常に数学を～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメデ

7/117/11水水 第154回
サイエンスカフェ

岡部 真也 准教授［理学研究科］

数学はお医者さんになれるか？
～がんのある治療法と数学の関わり～
数学はお数学はお医数学はお医数学はお医数学はお医数学はお医者さんにな者さんにな者さんになさんになさんにな者さんになれるか？れるか？れるか？れるか？れるか？れるか？
～がんのある治療～がんのある治療～がんのある治療～がんのある治療～がんのある治療～がんのある治療法と数学の関わり法と数学の関わりと数学の関わり法と数学の関わりと数学の関わり法と数学の関わり～～～
数学はお医者さんになれるか？
～がんのある治療法と数学の関わり～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

9/21金9/21金

信頼をめぐる謎
―なぜ人は裏切られるかもしれない
のに他人を信頼するのか？

信頼をめぐ信頼をめぐ信頼をめ信頼をめぐ信頼をめぐ信頼をめぐるる謎る謎る謎る謎る謎
―なぜ人―なぜ人は裏切ら―なぜ人は裏切ら―なぜ人は裏切ら―なぜ人は裏切ら―なぜ人は裏切られるかもしれないれるかもしれないれるかもしれないれるかもしれないれるかもしれないれるかもしれない
ののに他人を信頼すのに他人を信頼すのに他人を信頼すのに他人を信頼す人 るのか？るのか？るのか？るのか？？

信頼をめぐる謎
―なぜ人は裏切られるかもしれない
のに他人を信頼するのか？

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメデ

6/8金6/8金

佐藤 嘉倫 教授［文学研究科］

野村 啓介 准教授［国際文化研究科］

ワインの〈テロワール〉を歴史する
―近代フランスのワインづくり―
ワインワインワインワインワインワインのののの〈テロワー〈テロワー〈テロワー〈テロワーテロワー〈テロワールルルルルル〉〉〉〉を歴史するを歴史するを歴史するを歴史するを歴史するを歴史する
―近代フランスの―近代フランスの―近代フランスの近代フランスの―近代フランスの―近代フランスのワインづくり―ワインづくり―インづくりワインづくり―ワインづくり―ワインづくり―
ワインの〈テロワール〉を歴史する
―近代フランスのワインづくり―

場所：東北大学片平キャンパス
片平北門会館 2階　エスパス

場所：東北大学片平キャ

7/27金7/27金

鈴木 岩弓 総長特命教授［教養教育院］

イエ亡き時代の死者のゆくえ
“̶死者の記憶”のメカニズム̶
イエ亡きイエ亡きイエ亡き時イエ亡き時イエ亡きイエ亡き時代の死者の代の死者の代の死者の代の死者のの死者の代の死者のゆくえゆくえゆくえゆくえくえゆくえ
“̶死者の“̶死者の記“̶死者の記憶“̶死者の記憶“̶死者の記憶“̶死者の記憶”””のメカニズムのメカニズム̶のメカニズム̶のメカニズム̶のメカニズム̶のメカニズム̶
イエ亡き時代の死者のゆくえ
“̶死者の記憶”のメカニズム̶

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

9/28金9/28金 第54回
リベラルアーツサロン

東
北
大
学
二
〇
一
八
年
度
前
期
プ
ロ
グ
ラ
ム

第52回
リベラルアーツサロン

第53回
リベラルアーツサロン

第155回
サイエンスカフェ

第156回
サイエンスカフェ

※開催場所にご注意ください。 ※開催曜日にご注意ください。 ※開催場所にご注意ください。

各回とも

18：00
19：45

▶

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

※テーマ・講師等は予告なく変更となる場合があります。
※開催の様子をカメラ等で撮影し、動画や写真を広報等に使用する
場合がありますのでご了承ください。

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
。

知
の
匠
と
語
り
合
う

贅
沢
な
時
間
。

参加費無料

事前申し込みは
不要です

サイエンスがもっと楽しくなるティータイム
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。

文系らしく会話を楽しむサロン
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。

フォトコンテスト (春 -夏 )
東北大学111周年

テーマ：あなたが世界に紹介したい・自慢したいもの
募集期間：2018.6/1 - 8/31

【募集カテゴリ】
カテゴリA：東北大学の風景・建物
カテゴリB：研究・教育・サークル活動
カテゴリC：宮城の自然・暮らし・伝統・文化・名産品
※各カテゴリにお１人様１点まで応募できます。

【賞品】
年間大賞（１点）：商品券 50,000 円
年間Web大賞（１点）：商品券 20,000 円
入賞（各シーズン数点）：商品券 2,000 円
※年間大賞・Web 大賞は年に１回、入賞は各シーズン毎に発表します。

・応募写真はデジタルデータのみ、インターネット経由のみの受付です。
・詳細は、募集要項（http://bit.ly/photocon4）をご覧ください。

東北大学 広報課 フォトコンテスト係　Email : photo_contest@grp.tohoku.ac.jp 
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第28回エコチルセミナー

ちょっと  小さめ？ 太め？
気になる子どもの成長

～ヒントは食生活にあり～

平成３０年９月８日（土）

子どもは成長します。つまり年齢とともに身長が伸び、体重が増えます。  しかし、中には身長がなかなか伸びない、あるいは
体重がぐんぐん増えすぎてしまうお子さんもおります。  皆さんは子どもさんの成長が気になっていませんか。

このセミナーでは、身長の伸びが良くない成長障害（低身長）の原因やしくみについて解説し、その対処法についてお話し
します。   また、体重が増えすぎて肥満となるお子さんについて、その現状、また大人になったらどうなるか、そして栄養管理を
どのようにしたら良いかについて、分かりやすく解説いたします。

お子さんの成長に興味のある方は、ぜひお出でください。

セブンイレブン

マルニシ
ローソン

鹿折小学校

鹿折南住宅

ローソン

気仙沼商会

気仙沼湾

至
市
役
所

至
　
気
仙
沼
駅

Ｂ
Ｒ
Ｔ
鹿
折
唐
桑
駅

至　安波トンネル　　　　　  八幡大橋 　 至  陸前高田市

波板橋

南住宅

気仙沼市民福祉センター

やすらぎ
ホーマック

鹿
折
川

 仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科  公開サイエンス講座

宇宙
音楽

サックスカルテットで紡ぐ
『 惑星 』のお話

vol.2

2018

9.2.    .sun
時間 ● 開演  17:30  ( 開場  17:00 )

会場 ● 仙台市天文台プラネタリウム
〒989-3123  宮城県仙台市青葉区錦ケ丘 9丁目 29-32

料金 ● 大人 : 1,000 円 ( 高校生以下 : 500 円 )
※未就学児は保護者の膝上に限り無料。座席が必要な場合は有料。

  【 全席自由 】

お話：津村耕司 ( 助教）
東北大学学際フロンティア研究所 ( 理学研究科兼務 )

演奏：サクソフォンカルテット・コパン

主催：仙台市天文台 東北大学大学院理学研究科 共催：東北大学学際科学フロンティア研究所 協力：合同会社五線譜

プラ
ネタ
リウ
ム    
       
    

        
    コ
ンサ
ート

■ 7 月 1日 ( 日 ) 9:00 より販売開始 ■ 
チケット販売・問い合わせ

仙台市天文台    ☎ 022-391-1300

テーマは「惑星」。仙台市天文台のプラネタリウムを舞台に、サクソフォンカルテット・コパンが織り成す
音楽と、東北大学学際科学フロンティア研究所助教の津村耕司氏による惑星のお話をお楽しみいただきます。
メインを飾るのは、作曲家・前田恵実氏による新作アレンジ【 G. ホルスト / 組曲「惑星」 】
クラシックの名曲を楽しみながら、一緒に宇宙を旅しましょう！！！

Saxophone
Quartet
Copain

CCopCoCoCCCCoCCCCCCCCoCCoCCoCCoCCCCCCCCCCCoCoCCoCCCCCoCoCCCoCCCCCCCoCoCoCoCoCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCoCCCoCoCCoCCCCCCCCCCCCCoCCoCCCoCoCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCopaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC n
oneoneneeonnneeeeeeeeeeeennnnnnnoo ee
tt tttettettteeettttte
ninnaiinaiaaaaaaaaaaiiiinnni

Soprano saxophone
妹尾寛子

Alto saxophone
永田亜由美

Tenor Saxophone 
 津村美妃

Baritone Saxophone 
 小川幸子

KohKoh
TsTsuTs

津村 耕司

東北大学
学際科学フロンティア研究所
大学院理学研究科 ( 兼務 ) 助教

サクソフォンカルテットに魅了された    人の女性サクソフォニ
ストが           年夏「SaxophoneQuartet Copain」( サクソフォ
ンカルテット・コパン ) を結成。関西を中心に活動を行う個性
派メンバーが集まった。
   種類のサックスで織り成す音楽はパワフルなサウンドを創り
出し、    人から溢れ出す色彩豊かな音楽を余すことなく表現す
る。またそれは時に女性らしい優美で繊細な一面をも見せる。
メンバー全員が大学時代にクラシックを学んでいたことから、
演奏ジャンルも幅広い。クラシックやサクソフォンカルテッ
トのオリジナル作品はもちろんのこと、ジャズやポップスな
ども得意とする。聴いてくださる方が「笑顔になる音楽」を
お届したいという想いで日々活動中。
第 11 回 LALALA にしきたミュージシャン
コンテストにしきた特別賞受賞。
2017 年 7月 1stAlbum「Smile」発売。

■ Copain ホームページはこちら→

東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教。天文学者。博士（理学）。
2005 年東北大学理学部宇宙地球物理学科（天文）卒業。
2010 年東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了。

宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 宇宙科学研究所 (ISAS) 宇宙航空プロジェクト研究
員などを経て 2014 年から現職。大学院時代から JAXA/ISAS にて、ロケット実験
CIBER や赤外線天文衛星「あかり」などを用いて、宇宙赤外線背景放射（赤外線
での宇宙の明るさ）の観測的研究に従事。
CIBER の成功に対して、2014 年 9月に NASA Group Achievement Award を受賞。
宇宙科学の普及・教育活動にも尽力している。
著書に『宇宙はなぜ「暗い」のか？ -- オルバースのパラドックスと宇宙の姿』( ベ
レ出版、2017)、『百花繚乱 -- 若手研究者が挑む学際フロンティア 第 1 巻』( 東北
大学出版会、2018、共著 ) がある。

■ 車をご利用
仙台駅前から約 30 分
または東北自動車道仙台宮城 IC から国道 48 号線経由で約 10 分

■ バスをご利用（仙台駅から）
 【愛子観光バス】「錦ケ丘」行き
仙台駅西口「52 番」停留所→錦ケ丘七丁目北・天文台入口下車→徒歩５分

 【タケヤ交通】「秋保・川崎　仙台西部ライナー」
仙台駅西口「63 番」停留所→仙台市天文台→徒歩すぐ
※往路のみ。往復乗車券は使用不可

　 
■ JR とバスをご利用（JR 愛子駅から）
JR 仙山線　愛子駅下車、「錦ケ丘」行きバス乗り換え
愛子駅前停留所→錦ケ丘七丁目北・天文台入口下車→徒歩５分

■■■ 仙台市天文台  - Access - ■■■

ソフォンカルテット・コパンが織り成す
よる惑星のお話をお楽しみいただきます。
ルスト / 組曲「惑星」】
！

耕司耕司耕耕耕耕耕耕耕耕耕耕村 耕村耕村村村村村村村村村村村村津津津村津津津村津津津津 司村村村村村耕耕耕耕耕津津津津村村村村津津津津 司村村津村津津村津村村津津村津 司村村村耕村耕津津津津津津津津村村耕津村村村耕耕津津

大学学学学学学学学学大学学学学学学学大大
所所所所所所究所究所究究究ロフフロフロロ学フフ学フフフ科科科科科科科科際際際際 学学学学学際際際際科科科科科 ン際際際際際 アアアテテテンンンテン ィィア 究研究研研究究究究所所ア 所所学学学学学学学際学学学際際際際際際際際際際際際学学学学際際学学学 学学 所所所研研研研研科科科科科科 究究究究所アアテフ ンロロロロロロ ィィ科 アアア研研テ 究究学学学 ン 究究学 テ
助教( 助務 ) 助( 兼務 )務 )務 )) 助( 兼( 兼兼務科 (院理学理学院理学研理 研究究科科究科大大学学学学学学学大学学院院理院理院院院理理院院院 学学学学学学研 ((((学学学学学学学学学学 科科科科研研 兼兼兼究究院院院院大大 理理 研研研大 教理理理理理理 研研 科科科 兼兼兼兼科究 兼兼究究究学学学学学 理院院 兼兼究究大 科 教兼兼兼兼兼 教教))) 助教助助務務務務 助教助助助務 助助務 教務務務務 助助務 教務務務 教助

〒989-3123
宮城県仙台市青葉区
錦ケ丘 9丁目 29-32

☎ 022-391-1300
■

■

4

4
4

2014
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＜アクセス＞
仙台市地下鉄東西線「青葉山」駅 南 1出口
徒歩約 3分。公共交通機関をご利用ください。

http://irides.tohoku.ac.jp/event/irides-forum.html
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主催　　東北大学・東北大学萩友会

・はやぶさ２に搭載の「MINERVA-II2」模型展示コーナー
・隕石・岩石群の展示コーナー
・月惑星探査ローバーの操縦体験コーナー
・小型衛星・探査機ペーパークラフトコーナー
・ペットボトルロケット発射コーナー
・当日限定の宇宙スウィーツが食べられる!?

～東北大学スウィーツタウン～

型展示コーナー

ー
ーナー

ペーパー
クラフト

はやぶさ
2!ペーパー

クラフト

はやぶさ
2!ペーパー

クラフト

はやぶさ
2!

企画展示・体験コーナー

平成30年 9月29日（土）
13:30 ～ 15:30（受付開始 13:00） 

日時

会場 東北大学　川内南キャンパス
東北大学百周年記念会館川内萩ホール

東 北 大 学 1 1 1 周 年 記 念 講 演 の ご 案 内
　 皆 さ ま  ぜ ひ お 越 し く だ さ い

中村 智樹中村 智樹
東北大学大学院理学研究科教授東北大学大学院理学研究科教授東北大学大学院理学研究科教授

なかむら　ともきなかむら　ともき

吉田 和哉吉田 和哉吉田 和哉
東北大学大学院工学研究科教授東北大学大学院工学研究科教授東北大学大学院工学研究科教授

よしだ　かずや よしだ　かずや よしだ　かずや 

講　演

ついに地球から約 3億キロ離れた小惑星「リュウグウ」に到着した小惑星探査機「はやぶさ２」！
これから１年半をかけて詳細な探査を行い、表面のサンプルを地球へ持ち帰り、太陽系と生命誕生
の謎に挑みます。本講演では、長くプロジェクトにかかわってきた東北大学の２人の教授から、
初号機はやぶさの功績と、そこから受け継がれた技術や想い、はやぶさ２に搭載の探査ローバー
「MINERVA-II2」開発秘話やこれからのミッションなどについて熱く語っていただきます。
また、会場では様々な企画展示や体験コーナーなども用意。
宇宙を満喫できる1日となっていますので、東北大学へぜひお越しください。

Photo: NASA, JAXA 

はやぶさ2 が挑む！
太陽系と
生命誕生の謎

上記は現在の予定につき、天候や都合により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

【問い合わせ先】
　東北大学総務企画部社会連携課校友係
　(東北大学萩友会事務局)
　TEL:022-217-5059　FAX:022-217-5910　
E-mail: alumni@grp.tohoku.ac.jp
http://www.tohoku.ac.jp/hcd

れた小惑星「リュウ
細な探査を行い 表面

に地
から１年半をかけて詳細

みます。本講演で
さの功績と
開発秘
々

に地地地地地地球球球球球球かかかから約 3億キロ離れ
ら１年半をかけて詳細

 

詳細プログラムはP20。
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中山 啓子 教授［医学系研究科］

がんは、何から出来てるの？がんは、何から出来てるの？がんは、何から出来てるの？

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディアテ

10/26金10/26金 第157回
サイエンスカフェ

山本 雅哉 教授［工学研究科］

医療に役立つ
ソフトマテリアル
医療に役立つ
ソフトマテリアル
医療に役立つ
ソフトマテリアル

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメデ

12 /1212 /12 第159回
サイエンスカフェ

藪 浩 准教授［材料科学高等研究所］

生き物に学ぶ材料開発生き物に学ぶ材料開発生き物に学ぶ材料開発

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

2 /15金2 /15金

桑原 重文 教授［農学研究科］

合成フェロモンを使って
害虫防除
合成フェロモンを使って
害虫防除
合成フェロモンを使って
害虫防除

場所：東北大学青葉山キャンパス
青葉山コモンズ 1階　ラーニング・コモンズ

場所：東北大学青葉山キャンパ

11/16金11/16金 第158回
サイエンスカフェ

柿沼 薫 助教［学際科学フロンティア研究所・環境科学研究科］

モンゴル遊牧民の移動のふしぎ
～人と自然の関係を考える～
モンゴル遊牧民の移動のふしぎ
～人と自然の関係を考える～
モンゴル遊牧民の移動のふしぎ
～人と自然の関係を考える～

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディ

1/11金1/11金22水水 第160回
サイエンスカフェ

瀧宮 和男 教授［理学研究科］

合成化学で機能を創る合成化学で機能を創る合成化学で機能を創る

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

3/22金3/22金

少子高齢化と人口減少社会少子高齢化と人口減少社会少子高齢化と人口減少社会

場所：東北大学片平キャンパス
片平北門会館 2階　エスパス

場所：東北大学片平キ

11/9金11/9金

福田 亘孝 教授［教育学研究科］

瀬川 昌久 教授［東北アジア研究センター］

親族・家族関係からみた
日中両社会
親族・家族関係からみた
日中両社会
親族・家族関係からみた
日中両社会

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

場所：せんだいメディア

1/25金1/25金

若林 緑 准教授［経済学研究科］

相関関係と因果関係を考える
～入門計量経済学～
相関関係と因果関係を考える
～入門計量経済学～
相関関係と因果関係を考える
～入門計量経済学～

場所：東北大学片平キャンパス
片平北門会館 2階　エスパス

場所：東北大学片平キャ

3/15金3/15金 第57回
リベラルアーツサロン

東
北
大
学
二
〇
一
八
年
度
後
期
プ
ロ
グ
ラ
ム

第55回
リベラルアーツサロン

第56回
リベラルアーツサロン

第161回
サイエンスカフェ

第162回
サイエンスカフェ

※開催曜日にご注意ください。

※開催場所にご注意ください。※開催場所にご注意ください。

※開催場所にご注意ください。

各回とも

18：00
19：45

▶

東北大学 総務企画部社会連携課社会連携推進係
022-217-5132 東北大学 サイエンスカフェ

※テーマ・講師等は予告なく変更となる場合があります。
※開催の様子をカメラ等で撮影し、動画や写真を広報等に使用する
場合がありますのでご了承ください。

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
。

知
の
匠
と
語
り
合
う

贅
沢
な
時
間
。

参加費無料

事前申し込みは
不要です

サイエンスがもっと楽しくなるティータイム
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。

文系らしく会話を楽しむサロン
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。

文系らしく会話を楽しむサロン
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。

東北大学のキャンパスマップ・イベント情報はコチラ！

仙 

台 

駅

岡
盛
至

地下鉄勾当台公園駅

広瀬通

青葉通

南町通

地下鉄仙台駅

地下鉄五橋駅

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

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

宮城県美術館

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

仙台市博物館

会場

C

会場

B

会場

A

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

T
03

地下鉄青葉山駅T
02

T
05

T
06

N
08

T
07・
N
10

T
04

東北大
正門前 N

11

地下鉄
青葉山駅

青葉山コモンズ 1階　ラーニング・コモンズ

B
会場

T
02

東北大学2018年度後期プログラム 各回とも 18：00　19：45▶ 誰でも自由に無料でご参加いた
だけます。
飲み物を片手に気軽に参加でき
るスタイルです。
中高生、大学生、社会人の皆様
のご参加をお待ちしております。

11/9金11/9金 第55回

日本は少子高齢化が伸展し、総人口も減少しつつあ
ります。日本の少子高齢化にはどんな特徴があるの
か？人口の減少によって日本社会はどうなるのか？を
テーマにしてお話しします。

会場

C 1/25金1/25金 第56回

家族・親族の絆は社会を成り立たせる基本的で自然
な人のつながりと見なされることが多いが、中国社会
のそれを比較対象として見て行くことにより、日本と
の違い・共通点、そして現代社会の中での変化や持
続性を考える。

会場

A 3/15金3/15金 第57回

安倍内閣は、「すべての女性が輝く社会づくり」を推
進しています。どうすれば、女性を輝かせることがで
きるのでしょうか。本日の講演では「どのようなこと
を調べれば、政策提言に役立つのか」、「相関関係」
と「因果関係」に重点を置いて話をしたいと思います。

会場

C

少子高齢化と人口減少社会

福田 亘孝 教授
［教育学研究科］

親族・家族関係からみた
日中両社会
瀬川 昌久 教授
［東北アジア研究センター］

会場

B 東北大学青葉山キャンパス 青葉山コモンズ1階 ラーニング・コモンズ

地下鉄

〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1　tel. 022-757-4026
●仙台駅より地下鉄東西線「八木山動物公園」行きに乗車、
「T02 青葉山駅」下車、「南1」出口より徒歩約5分。

会場

A せんだいメディアテーク1階 オープンスクエア

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」出口から徒歩約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」出口から徒歩約13分。
東西線「T06 青葉通一番町駅」下車、「北1」出口から徒歩約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

C 東北大学片平キャンパス 片平北門会館2階　エスパス

地下鉄

〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目1-1　tel. 022-217-6090
●仙台駅より地下鉄南北線「富沢」行きに乗車、
「N11 五橋駅」下車、「北2」出口より徒歩約10分。
●仙台駅より地下鉄東西線「八木山動物公園」行きに乗車、
「T06 青葉通一番町駅」下車、「南1」出口から徒歩約10分。

バ　ス 仙台市営バス 仙台駅前11番のりばから「（東北大学病院前ー八木山動物公園
駅）・八木山動物公園駅行」か「（東北大学病院前ー緑ヶ丘三丁目）・緑ヶ丘三
丁目行」か「（東北大学病院前ー西高校入口）・西高校入口行」で約5分。東北
大学正門前下車徒歩約3分。

サイエンスがもっと楽しくなるティータイム
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。

がんは、何から出来てるの？

中山 啓子 教授
［医学系研究科］

合成フェロモンを使って
害虫防除
桑原 重文 教授
［農学研究科］

山本 雅哉 教授
［工学研究科］

1/11金1/11金 第160回

みなさんは、引っ越しをしたことがありますか？モンゴ
ル草原に暮らす遊牧民は、家畜とともに移動（引っ越し）
しながら生活しています。遊牧民の移動について、自
然環境や社会的要因との関連を紹介しながら、そこか
ら見えてくる人と自然の関係を議論したいと思います。

会場

A 2 /15金2 /15金 第161回

ハスの葉が水をはじくのはなぜだろう？どうしてタマ
ムシはあんなにキレイな色をしているのだろう？生き
物には様々な機能を思いがけない方法で実現してい
ます。生き物が持っている能力を参考にした新しい機
能材料の開発について紹介します。

会場

A 3/22金3/22金 第162回

20世紀に大きく発展した有機合成化学は、21世紀
に入り、従来対象としていなかったエレクトロニクス
分野にも重要な役割を果たすようになっています。今
回、私たちの研究室で生み出された化合物を例に、
エレクトロニクスへの応用について紹介します。

会場

A

柿沼 薫 助教
［学際科学フロンティア研究所・環境科学研究科］

藪 浩 准教授
［材料科学高等研究所］

水水10/26金10/26金 第157回

私たち多細胞生物を構成する細胞は、皆同じ遺伝子
を持っています。しかし、癌細胞はどうも違っている
ようです。そして腫瘍という塊を作る細胞は癌細胞だ
けではありません。どうしてそのような事が起こるの
か、少し考えてみましょう。

会場

A 11/16金11/16金 第158回

昆虫の多くはフェロモンという化学物質を使って、雌雄
や仲間内の様々な情報伝達を行っています。そのフェ
ロモンを上手く使えば、殺虫剤を使わずに害虫を防除
することができます。今回は、昆虫フェロモンの化学
合成（作り方）と害虫防除への応用法を紹介します。

会場

B 水水水水水水12 /1212 /12 第159回

私たちの身近にあるゼリーには、水がたくさん含まれ
ています。同じように私たちの体も水をたくさん含ん
でいます。今回、このゼリーのようなソフトマテリアル
を使って、体の機能を再現して医療に役立てようとす
る試みについて紹介します。

会場

A

医療に役立つ
ソフトマテリアル

モンゴル遊牧民の移動のふしぎ
～人と自然の関係を考える～

生き物に学ぶ材料開発 合成化学で機能を創る

相関関係と因果関係を考える
～入門計量経済学～

若林 緑 准教授
［経済学研究科］

※開催曜日に
ご注意ください。

※開催場所に
ご注意ください。

※開催場所に
ご注意ください。

※開催場所に
ご注意ください。

瀧宮 和男 教授
［理学研究科］

各回の講師を交えた歓談の時間を設けました。
お茶やコーヒーを飲みながら2回の講義を振り返りましょう。

＊11月10日（土）は13時40分から「開講式」を行います。

主催　東北大学大学院国際文化研究科　　後援  仙台市教育委員会

TEL 022（795）7556  FAX 022（795）7583
E-mail int-kkdk@grp.tohoku.ac.jp

ラウンド・テーブル

N

マルチメディア教育研究棟
６階大ホール

学生実験棟

川北合同研究棟

保健管理センター

至青葉山

附属図書館 ロータリー

仙台城跡 至青葉通り

西公園

仲ノ瀬橋

至広瀬通り

広瀬川

体育館

県美術館

川内郵便局

講義棟C

講義棟 B

講義棟A

東北大学百周年
記念会館川内萩ホール

国際センター

交番

大町西公園

国際センター

川内

学生相談所

厚生会館

仙台市青葉区川内41番地　東北大学 マルチメディア教育研究棟6階大ホール

ハガキ、FAXもしくは電子メールで、 ❶氏名（フリガナ）、 
❷年齢、 ❸性別、 ❹職業（学生は学生証のコピー添付）、 
❺現住所、 ❻電話番号、 ❼過去の受講経験の有無を、国
際文化研究科教務係までお知らせ願います。後日、講習
料の納付方法等についてご連絡いたします。

対　　象 どなたでも参加いただけます。
募集人数 100名 （先着順にて締め切ります。）
講 習 料 一　　　般： 2,000円

リピーター：1,500円 
 （過去に本研究科公開講座の受講経験がある方）
学 生： 無 料 

募集期間 平成30年8月1日（水）～10月15日（月）

東北大学国際文化研究科教務係

http://www.intcul.tohoku.ac.jp/
＊ 講義要旨等、 詳細は東北大学大学院国際文化研究科ホームページをご覧ください。

日　時 テーマ（講義題目） 担当講師（専門）

全2回出席した方には、『修了証書』を交付いたします。

申込方法

会　 場

申込 ・ 
問合せ先

14:00～16:20
（休憩10分）

13:00～15:20
（休憩10分）

15:35～16:35

第１回

第2回

11
11 17
10 土

土

11 17 土

教育・学生総合
支援センター

川内駅

〒980-8576 仙台市青葉区川内41番地

地
下
鉄
東
西
線

仙台駅から、「八木山動物公園」行きに乗車し、「川内」駅下車。
南2番出口から徒歩０分。（所要時間約６分、料金200円）

※駐車場は利用できませんので公共の交通機関をご利用ください。なお、ハンディキャップのある方は、事前にご連絡ください。

●地下鉄東西線利用

●仙台市営バス利用
仙台市営バス「仙台駅前１５番のりば」から、７３９・Ｓ８３９系統「交通公園循環 広瀬通経由 仙台駅前行」、
７３０系統「市営バス川内営業所前行」バスに乗車し、「川内駅」下車（所要時間約13分、料金180円）

東北大学大学院
国際文化研究科

勝間田 弘 （専門 ： 国際関係論）

佐藤 正弘 （専門 ： 環境経済学）

東アジアの国際関係と日本外交の戦略

世界の食料問題と水資源

東北大学大学院国際文化研究科
第25回公開講座「国際文化基礎講座」

世 界 で 今

※学生証のコピーを
添えて申込み

何が起きているか
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この冬、仙台で 天文学者 になってみませんか
開催期間 2018. 12/23日 ～ 29土

7/23参加受付開始（応募〆切 10/12）

お問い合わせ：東北大学理学部天文学専攻　服部 誠　022-795-6509　hattori@astr.tohoku.ac.jp

東北大学・宮城教育大学の教員・学生のサポートのもと、あなた自身で天文学者と同じく「研究テーマを決め、天体観測とデータ解析を行い、
結果をまとめ聴衆の前で成果を解りやすく発表する」という研究活動を体験してもらいます。
天体観測は、天文学者が本格的な研究に使っている望遠鏡と同じ、中口径望遠鏡である、仙台市天文台の 1.3m「ひとみ望遠鏡」を用いて行います。

主催／東北大学理学部天文学教室
共催／東北大学学際科学フロンティア研究所 仙台市天文台 宮城教育大学　
後援／宮城県教育委員会

詳しい日程や応募方法などは、もし天ホームページをご覧ください。
https://www.astr.tohoku.ac.jp/MosiTen ホームページに応募フォームがあります。よくお読みになりご応募ください。

募集人数：12名　対象：高校生（高専生の場合は3年生まで）
開催期間となる 12/23 ～ 29（6泊 7日）全日程参加できる方。過去「もし天」に参加された方も
応募可能ですが、応募多数の場合は未参加者優先になります、ご了承ください。 

平成30年度 ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI 採択事業

● 参加費用：21,000 円予定
（朝食付き宿泊費、諸雑費込み。今後の外部資金獲得状況によっては、大幅に減額される可能性がありますので最新情報を下記の
もし天ホームページでご確認ください。参加費の最終決定は 8 月初旬までにはなされる予定です。23 日夕食、24 日昼食夕食、
28 日夕食、29 日昼食は主催者負担で弁当が支給されます。その他の期間中の食事代・交通費は受講生の実費負担となります。）

もしもキミが、
杜の都で
天文学者に
なったら。

が、が、

にににににににににににににににににににににに
© 仙台市天文台

「もし天」は、東北大学・宮城教育大学・仙台市天文台が共同で開催する「高校生を対象とした

合宿形式」の天文学者体験講座です。今年で８回目の開催となり、既に 100 名を超える修了生、

愛称「もしチル」、を輩出しています。

　「もし天」では、全国から “宇宙好きの高校生” が集い、１週間の合宿の中で実際に天文学の

研究を行います。普段の学校での授業とは異なり、班ごとに議論を進めながら自分たちで研究

テーマを設定し、データを取得し、それを解析し結論を導き出すという、研究の過程を体験し

ます。天体観測は、仙台市天文台が誇る 1.3m「ひとみ望遠鏡」を参加者自ら操作しながら行い

ます。そうして得られた研究成果は、最終日に市民の皆さまの前で発表し、また、希望者は日

本天文学会ジュニアセッション（法政大学で開催）で発表することができます。

　期間中は、各班に教員や学生がつきサポートしますので、天文学の知識がなくても宇宙に興

味のある高校生ならどなたでも参加できます。

　ご質問などがありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

● 初日（12/23・会場：仙台市天文台）
▲ 班ごとに研究テーマを決定
▲  仙台市天文台「ひとみ望遠鏡」見学、操作説明

● ２～３日目（12/24 ～ 25・会場：東北大学、仙台市天文台）
▲ 班ごとに研究計画書作成
▲  研究計画書審査会
▲  審査会に通過した班から、天文観測

● ４～６日目（12/26 ～ 28・会場：東北大学）
▲ 得られたデータを解析し研究を進める
▲  最終日に向け発表練習

● 最終日（12/29・会場：東北大学）
▲ 研究成果報告会（一般公開）

● 2019 年３月（会場：千葉大学）　※希望者のみ
▲ 日本天文学会ジュニアセッション開催

もし天
開催期間中の
スケジュール

「もしも君が杜の都で天文学者になったら」のご案内
（通称：もし天）

022-795-6509

hattori@astr.tohoku.ac.jp

服部 誠 准教授
東北大学 理学研究科天文学専攻

問い合わせ先

研究教授・客員教授
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入 館 料

スリーエム仙台市科学館 　仙台市青葉区台原森林公園4番1号　TEL 022-276-2201

開館時間 　 午前 9 時から午後4時45 分まで（ただし入館は午後 4時まで）

休 館 日   　毎週月曜日（祝・休日の場合はその翌日）、祝・休日の翌日（土・日曜日を除く）
毎月第 4木曜日（12月・休日を除く）、年末年始（12月 28日から翌年の1月4日まで） 

一般 高校生 中学生・小学生

個  人 500円 300円 200円

団  体 400円 250円 160円

※団体利用の場合には、30人に1人の割合で無料になります。
※小・中学生は「どこでもパスポート」が使用できます。

アクセス

＜市営地下鉄南北線を御利用の方＞
仙台市地下鉄南北線「旭ヶ丘駅」下車徒歩約 5分
（「仙台駅」より乗車時間約10分）。

＜お車を御利用の方＞
東北自動車道「仙台宮城 I.C.」を降り、仙台北環
状線経由約30分。または 東北自動車道「泉 I.C.」
を降り、国道4号線・県道仙台泉線経由約30分。

展示について
解説しよう！

立体展示

わたしたちの体の中の60億文字

コーナーの中心には、ヒトの染色体一本分
のゲノム量に相当する DNAの塩基配列
（ATGCの文字列）が書かれた長さ約5km
のロール紙をかたどった模型（円筒形に
巻いたもの）を展示し、ヒトのゲノム量の
膨大さを体感することができます。

映像ゲーム

それぞれのゲノム、それぞれの薬

「わたしたちの体の中の60億文字」
の裏側には、大型タッチパネル式
モニターを利用した体験型ゲームを
設置しています。画面上で、異なる
人間それぞれのゲノムからできたタン
パク質に型の異なる薬を投げつけて、
弱ったタンパク質を治すゲームです。

解説パネル

自分の体をよく見てみよう

細胞の核をイメージした円形の壁面に解説
パネルを配置しています。小さくなった人と
ともに体の中を探検しながら、細胞や核、
遺伝子、DNAなどがどのようなものなのか
知ることができます。各パネルには次の解説
パネルに関連したクイズが設定されており、
クイズに答えながら「A,T,G,C」とは人間に
とってどんな意味を持つ文字なのかを探っ
ていけるようになっています。
また各パネルの間には、影絵風の「ATGC
人間」が会話をしており、ゲノムに関する
さまざまな知識を紹介しています。

Datefm 8:25-8:55
SUNDAY MORNING WAVE

UPDATES!

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

テクルペは東北大学の来訪者向けウェブサービスです。

公開施設 交通

買い物 散策イベント 食事

19



概要はP16のチラシをご覧ください。
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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

総務企画部社会連携課
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、
夏季休業日、
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、
夏季休業日、
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、
夏季休業日、
年末年始

総務企画部社会連携課
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
※萩友会プレミアム会員は
入園無料
※団体料金、年間パスポート等あ
り。

川内 西澤記念資料室 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

青葉山 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

青葉山
東北大学理学部

自然史標本館
(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
入館無料
※団体料金(20名以上)あり

青葉山 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

青葉山
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
無料
※説明、10名以上の
見学時は要事前連絡

青葉山
せんだい環境学習館
たまきさんサロン
(環境科学研究科1階)

平日
10:00～20:30
土日祝
10:00～17:00

月曜(月曜が休日
の場合その翌日)、
祝日の翌日、年末
年始

せんだい環境学習館
たまきさんサロン
022-214-1233
無料

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

阿部次郎記念館
青葉区米ヶ袋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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これからのあなたの日々に、24 時間の安心を。 有料老人ホーム「ネクサスコート」
イメージ写真

資料のご請求・お問い合わせは、下記フリーダイヤルまで

指定事業所番号：0475105045　〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町3番10号 グラン・シャリオビル 5階  営業日／月～金（土日・年末年始休み）  営業時間／午前9時～午後6時  通常の事業の実施地域／仙台市全区

居宅介護支援事業所

あさがお仙台

介護全般のご相談／ケアプラン作成

まずはご相談ください介護が必要になったら !相談無料

お気軽にお電話ください TEL.022-397-6200

【有料老人ホームの類型及び表示事項】（NC＝ネクサスコート）
〈NC仙台東〉●類型／介護付有料老人ホーム（一般型）●居住の権利形態／利用権方式●土地・建物の権利形態：賃借（契約期間25年（平成28年契約））●入居時の要件／入居時自立・要支援・要介護●利用料の支払い方式／選択式（一時金方式・月払い方式）
●介護保険／仙台市指定介護保険特定施設（一般型特定施設）●居室区分／全室個室●介護に関わる職員体制／2.5：1以上
〈NC泉中央・愛宕〉●類型／住宅型有料老人ホーム●居住の権利形態／利用権方式●土地・建物の権利形態：賃借（契約期間25年（NC泉中央：平成21年契約・NC愛宕：平成24年契約））●入居時の要件／入居時自立・要支援・要介護●利用料の支払い方式／選
択式（一時金方式・月払い方式）●介護保険／在宅サービス利用可●居室区分／全室個室●入居一時金は、ご入居者様が終身にわたって居住する居室及び共用施設等の家賃相当額の一部であり返還制度があります。※概要は平成30年4月1日現在のものです｡

ネクサスコート
泉中央・愛宕・仙台東

認知症の方でも安心して過ごすことができ､
看取りもできる施設です｡

●各施設の詳しい情報をホームページにてご覧いただくことができます。 ▶▶▶ http://www.nexuscare.co.jp

仙台市内に3施設を運営

ネクサスコート泉中央
住宅型有料老人ホーム

宮城県仙台市泉区泉中央四丁目14番地の5
住所

仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より約625ｍ徒歩8分
アクセス

ネクサスコート愛宕
住宅型有料老人ホーム

宮城県仙台市太白区越路9番15号
住所

仙台市地下鉄南北線「愛宕橋」駅より約420ｍ徒歩6分
アクセス

ネクサスコート仙台東
介護付有料老人ホーム

宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目9番1号
住所

JR仙石線「苦竹」駅より約60ｍ徒歩1分
アクセス

有料老人ホーム｢ネクサスコート｣は、すべての施設で
｢24時間介護職員・看護師常勤｣と｢専任の理学療法士｣によるサポート体制を実現しています｡

イメージ写真

022-397-6200

居宅介護支援事業所とは？
介護全般のご相談に応じ、ケアプラン作成を行うケアマネジャーの事業所です。
ご本人・ご家族様が安心して自宅で生活できるよう、ケアマネジャーがご自宅に訪
問し、介護保険のサービス等が利用できるよう支援を行います。

の方でも安心して過ごすことができ､

※フリーダイヤルは、「050」で始まる
IP電話からは、おつなぎできません。
お手数ですが☎045（412）6055（土
日祝日を除く午前9時半～午後6時
半）へおかけ直しください。

ホームページアドレス www.nexuscare.co.jp
〒220-0024  神奈川県横浜市西区西平沼町4番1号 ヨコハマタワーリングスクエアEAST
TEL.045（412）6055（代表）　FAX.045（314）6320電話受付時間：無休・午前9時～午後7時 本社

〒981-3133  宮城県仙台市泉区泉中央四丁目14番地の5 ネクサスコート泉中央2階
TEL.022（341）7180（代表）　FAX.022（341）7183

仙台
オフィス

0120-75-1165
な　ご やかな い  い   ろう  ご

24時間看護師常勤。
専門技術で介護度の
高い方にも、夜間の医療
行為にも対応いたします。

専任の理学療法士・
作業療法士による

個別プログラムでリハビリを
サポートいたします。

理学療法士による個別リハビリの様子（平成２８年１０月撮影）
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■ 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 

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、市民センター（一部）

【片平】 

【川内】 

【青葉山】 

【星陵】 
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