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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：「深深と」岡野広樹 
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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？ 

  

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 

【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
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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特別告知：東北⼤学フォトコンテスト

[Campus scene for “Vogue” cover? snap it!]
Indah Anandya Mahendra

あなたの⼼に留まったもの
あなたの⼼に響いたもの
あなたの⼼が喜んだもの
あなたの⼼が求めたもの
そんな⼼のスケッチを
募集しています。
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( 左 上 )[ ⻘ 葉 ⼭ 襲 来 ] 岡 野 広 樹 , [Late autumn leaves,two 
colors,two words.] ⾼原 ,[Narnia in Aobayama]Otic Clint John Cortes,[Spring 
leaves winter behind], [ ⼩ 秋 ⾒ /Just a little Autumn] ⽇野太陽

東北⼤学インスタグラム
tohoku_uni

https://www.instagram.com/tohoku_uni/

東北⼤学 112 周年フォトコンテスト（秋冬）募集概要

◆募集テーマ
あなたが世界に紹介したい・⾃慢したいもの

◆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。

◆参加対象
制限は特にありません。誰でも応募できます。

◆応募⽅法
応募作品をメールに添付して送信すること

◆データ形式
JPEG：800 万画素以上、10MB 以内

◆応募先
photo_contest@grp.tohoku.ac.jp
件名：「写真コンテスト応募」
本⽂：⽒名、（ニックネーム）、メールアドレス、撮影場所、作品タ 
イトル、写真の説明、応募カテゴリ明記のこと。

◆応募締切
2019 年１⽉ 31 ⽇（⽊）

◆賞と賞品
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

その他詳細は募集要項 (http://bit.ly/photocon5) を必ずご確認下さい。

インスタはじめました。



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 

企画展 
【申込不要】 

10/30(火)-
3/3(日) 

国立科学博物館特別展
「明治 150年記念日本を変
えた千の技術博」 

国立科学博物館
（東京・上野公園） 

9:00-17:00 
[休館日] 
月曜(休祝日を除く),
12/28-1/1,1/15,2/12 

国立科学博物館 
TEL:03-5777-8600 
入場料:一般・大学生 1,600円,
小中高生 600円, 
金土曜限定ペア得ナイト券 
2名 1組 2,000 円 

フォトコンテスト
【募集中】

10/31(水)-
1/31(木) 

東北大学 112 周年フォト
コンテスト（秋-冬）「あな
たが世界に紹介したい・自
慢したいもの」

【募集カテゴリ】 
A:東北大学の風景・建物 
B:研究・教育・サークル活動 
C:宮城の自然・暮らし・
伝統・文化・名産品 

広報室フォトコンテスト係  
photo_contest@grp.tohoku.ac.jp 
メール申込
募集要項要確認⇒

コンサート
【発売中】

12/15(土) 学友会混声合唱部 
第 59回定期演奏会 

仙台銀行ホール 
イズミティ２１大ホール

開場 14:30 
開演 15:00 

学友会混声合唱部 
tohokukonsei@gmail.com 
(当日券)一般:1,000円,
学生:700 円,高校生以下無料 

その他 
【申込不要】 

12/16(日) 故 西澤潤一先生の追悼
の会 

ウェスティンホテル仙台
(仙台市青葉区一番町 1-9-1)
２階グランドボールルーム
／３階エルミタージュ

14:00-16:00 
[一般献花] 
15:00- 

総務企画部総務課 
TEL:022-217-4807 

公開講座 
【募集中】 

12/19(水) 2018年度東北大学経営セミナーin登米
「地域の中小企業の事業革新～生き残りを
賭けた事業のイノベーションの考え方～」 

中田農村環境改善センター 
１階多目的ホール 
（登米市中田町上
沼字西桜場 18） 

17:30-19:30 
17:00 受付開始 

地域イノベーション研究センター 
TEL:022-217-6265 
無料/定員 20名/FAX, 
メール申込/締切:12/17

公開講座 
【募集中】 

12/20(木) ImPACTシンポジウム
「ImPACTが変革する災害対応」  

TKPガーデンシティ
PREMIUM仙台東口
ホール 10A
（仙台市宮城野区榴岡 3-4-1）

13:00-16:25 
12:30開場 

科学技術振興機構革新的研究
開発推進室シンポジウム担当 
TEL:03-6380-9012 
無料/定員:150名/web申込 
締切:12/19正午 

公開講座 
【募集中】 

12/21(金) 東北大学 SDGsシンポジウム
「持続可能な開発目標（SDGs） 
の達成とグローバル人材」 

仙台国際センター・桜 13:00-17:30 
12:30 受付開始 

シンポジウム事務局
TEL:075-241-9620
無料/定員 700名/web 申込

公開講座 
【申込不要】 

12/21(金) 国際文化研究科 
言語脳認知総合科学研究センター 
2018年度第 4回公開講演会 

マルチメディア教育研究棟
６階 M601
■川内キャンパス

18:00-19:30 国際文化研究科 
(Jeong Hyeonjeong) 
jeong@tohoku.ac.jp 
無料/使用言語英語 

公開講座 
【申込不要】 

12/22(土) 将来の巨大地震を考える
in CHIBA 

TKPガーデンシティ千葉
３階シンフォニア A 

13:00-17:00 東北大学総合学術博物館 
TEL:022-795-6767 
無料/先着 300 名 

コンサート
【申込不要】

12/23(日) エレクトーンサークル
MUSICA「Winter Concert 
2018 -紅白音合戦-」 

仙台市若林区文化
センター

13:30開場 
14:00開演 

エレクトーンサークルMUSICA
tohoku.musica.concert@gmail.com
無料

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

2018.12.15 ～ 2019.3 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 
【募集中】 

1/11(金) 東日本大震災アーカイ
ブシンポジウム 震災の記録
を伝える～自然災害と防災
教育 

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 

13:00-16:30 
12:30開場 

災害科学国際研究所
情報管理・社会連携部門
災害アーカイブ研究分野 
TEL:022-752-2099 
無料/先着 200名/web,
メール申込/締切:1/10-17時 

公開講座 
【申込不要】 

1/11(金) 第 160回サイエンスカフェ
「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～」 

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室  
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象  

企画展 
【申込不要】 

1/15(火)-
2/15(金) 

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～ 

東北大学史料館 
 
 
 
■片平キャンパス 

[平日] 
10:00-17:00 
土日祝休館 
【ギャラリートーク】 
1/17(木) 
12:10/15:00
（約 20分間） 

埋蔵文化財調査室 
TEL:022-217-4995 
無料 

公開講座 
【募集中】 

1/15(火) ぶらりがく「津村耕司
先生の観望会」 

理学研究科 

※当選者にのみ 1/8

に集合場所連絡 

■青葉山キャンパス 

18:30-19:30 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/対象:一般(中学生以下
要保護者同伴)/抽選 30 名
Web申込/締切:1/7 

公開講座 
【募集中】 

1/19(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「仙台のスポーツボラ
ンティアと東京オリパラ」 

東北工業大学一番町
ロビー2階ホール 
(仙台市青葉区一番町
1-3-1 TMビル) 

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/FAX,メール申込 
締切:1/11 

公開講座 
【募集中】 

1/19(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「マルチ人間大槻文彦
～その仙台の文化への貢献～」 

東北工業大学一番町
ロビー2階ホール 
(仙台市青葉区一番町
1-3-1 TMビル) 

15:00-16:30 教育・学生支援部 
教務課教育支援係 
TEL:022-795-4933 
無料/FAX,メール申込 
締切:1/11 

公開講座 
【募集中】 

1/19(土) たまきさんサロン サロン講座
「生き残ってきた“在来作物”
と未来に残す“種”のおはなし
～ちょっぴりお味見～」 

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 

13:30-15:30 せんだい環境学習館
たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/抽選 36 名(小学生以下
要保護者同伴)/メール,
はがき,FAX申込/締切:1/8 

公開講座 
【申込不要】 

1/20(日) 仙台市天文台×理学研究科  
公開サイエンス講座 第 3回 
はやぶさ 2で探る 太陽系と
生命誕生の秘密 

仙台市天文台 
加藤・小坂ホール 
(仙台市青葉区錦ヶ丘
9-29-32) 

14:00-16:00 仙台市天文台 
TEL:022-391-1300 
無料/定員 50名 

公開講座 
【申込不要】 

1/25(金) 第 59回 IRIDeS金曜フォーラム
「実務者と研究者の連携による
実践的な防災・復興」 

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 

13 

18 

20 

14 

15 

16 
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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 
【申込不要】 

1/25(金) 第 56回リベラルアーツサロン
「親族・家族関係からみた
日中両社会」 

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 
【募集中】 

1/27(日) たまきさんサロン サロン講座
「絵本 de生物多様性」 

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

13:30-15:00 せんだい環境学習館
たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/抽選 42 名(小学生以下
要保護者同伴)/メール,
はがき,FAX 申込/締切:1/16 

公開講座 
【申込不要】 

1/29(火) 第 9回 東北大学病院 
肝臓病教室「肝機能検査の
数字のみかた」 

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】 

1/30(水) ぶらりがく「トポロジー
であそぼう」 

理学研究科合同 C棟

2階多目的室(N204) 

■青葉山キャンパス

18:30-20:00 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/対象:一般(内容小学 5
年生以上,中学生以下
保護者同伴)/先着 30 名 

公開講座 
【募集中】 

2/9(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
「繰り返す宮城県沖地震を
通して見る仙台の歴史と防災」

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)

15:00-16:30 教育・学生支援部 
教務課教育支援係 
TEL:022-795-4933 
無料/FAX,メール申込 
締切:2/1 

公開講座 
【申込不要】 

2/15(金) 第 161回サイエンスカフェ
「生き物に学ぶ材料開発」 

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】 

2/22(金) 第 59回 IRIDeS金曜フォーラム
「ティータイムディスカッション
～研究部門交流発表会～」 

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】 

3/15(金) 第 57回リベラルアーツサロン
「相関関係と因果関係を考
える～入門計量経済学～」 

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】 

3/22(金) 第 162回サイエンスカフェ
「合成化学で機能を創る」 

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室  
TEL:022-217-5132 
無料/1Drink付 
※サイエンスカフェポイント対象

 
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！ 

※当該記載事項は、12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。

21

23
 

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。 

24

25

27

28

29 

22

26

8



ｐ

東北大学関連 

イベント詳細情報

2018.12.15～ 

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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家族と民法 男と女の文化史

2019年1月16日㊌ 開講
受 講 登 録 受 付 中
受講にはインターネット接続可能な端末(パソコン、スマートフォン等)が必要です。
JMOOC公認プラットフォームgaccoへの登録(無料)が必要です。

https://mooc.tohoku.ac.jp
secretary.mooc@grp.tohoku.ac.jp

東北大学 mooc

東北大学サイエンスシリーズ

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
2018年9月26日㊌ ～11月27日㊋
災害科学国際研究所 今村文彦教授 後藤和久准教授 佐藤翔輔准教授 安倍祥研究員

東北大学で学ぶ高度教養シリーズ

memento mori－死を想え－
2018年10月3日㊌ ～12月4日㊋
教養教育院 鈴木岩弓総長特命教授

東北大学サイエンスシリーズ

解明:オーロラの謎
2018年10月31日㊌ ～12月18日㊋
理学研究科 小原隆博教授

2018年11月1日㊍受講登録開始

受講登録受付中

2019年3月受講登録開始予定

東北大学サイエンスシリーズ

銀河考古学入門～銀河の形成と進化を辿る
2019年春開講予定 理学研究科 千葉柾司教授

東北大学で学ぶ高度教養シリーズ

男と女の文化史
2019年1月16日㊌ ～3月19日㊋
文学研究科 髙橋章則教授 嶋﨑啓教授 横溝博准教授
東京大学 芳賀京子准教授

「男」と「女」への検討を通して、人間とは何か、歴史とは何か、といった「世界観」再構築の確かな
「材料」を提供します。スリリングで知的な視点・技術で探求した「男と女のドラマ」をご鑑賞ください。
(2018年5月に開講した第1回と同じ内容となり、課題の一部を変更しております。)

東北大学で学ぶ高度教養シリーズ

家族と民法
2019年1月16日㊌ ～3月19日㊋
法学研究科 水野紀子教授

夫婦は互いに協力し合い、親は子を育てる義務を負っています。これらの家族間の権利義務を定めている
のは、民法です。民法が、家族をどう定めているか見てみましょう。
家族と法は、相性が悪いと言われています。夫婦が相互に愛し合い、両親が慈愛に満ちた聡明な育児をす
ることが理想だとしても、法は、たとえば愛を失った配偶者に愛することを強制できません。しかし民法
は、家族間の権利義務を定めています。それはどのような内容で、どのような機能を果たすのでしょうか。
この講義では、それを考えていきます。

https://mooc.tohoku.ac.jp
secretary.mooc@grp.tohoku.ac.jp

東北大学 mooc

対面学習コース 受講申込受付中！
<高校生対象>
12月1日㊏ 9:30
東北大学青葉山キャンパス
参加費無料 定員35名
＊事前申込11/25〆切 先着順

<一般対象>
12月1日㊏13:30
東北大学青葉山キャンパス
参加費3,000円 定員35名
＊事前申込11/25〆切 先着順

対面学習コース 受講申込受付中！
<京都会場>
11月18日㊐14:00
キャンパスプラザ京都
参加費3,000円 定員30名
＊事前申込11/11〆切 先着順

<仙台会場>
11月25日㊐14:00
東北大学川内北キャンパス
参加費3,000円 定員40名
＊事前申込11/18〆切 先着順

10



フォトコンテスト(秋-冬)
東北大学112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：2018.10.31 - 2019.1.31

【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/photocon5）をご覧ください。

東北大学 広報室 フォトコンテスト係　Email : photo_contest@grp.tohoku.ac.jp

www.tohoku.ac.jp 

 

TEL 022-217-6265 FAX 022-217-6266
E-mail: rips@grp.tohoku.ac.jp 

TEL 0220-34-2549 FAX 0220-34-2801
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TKP
PREMIUM

13 00
13 05

13 35
ImPACT

14 05

14 35
14 50

15 20

15 50 ( )

16 20

2018 12 20 ( ) 13 00 16 25
12:30

TKP PREMIUM
3-4-1

https://www.jst.go.jp/impact/sympo/20181220/

TEL 03-6380-9012 impact-pr@jst.go.jp(COCN)

主催：東北大学 , 東北大学大学院国際文化研究科
共催：MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 , 東北大学災害科学国際研究所
後援：外務省 , 環境省 , 宮城県 , 仙台市 , 東松島市 , 国際協力機構 , 河北新報 , MS&ADインターリスク総研

仙台市営地下鉄東西線「国際センター駅」徒歩１分

須藤    勝義
渥美       巖
辰野 まどか
藤井　史朗
劉       庭秀

国谷    裕子

今村    文彦

末吉 竹二郎

政府関係者

持続可能な開発目標（SDGs）とは？

本シンポジウムについて

シンポジウム事務局

国谷    裕子    くにや ひろこ
キャスター、東京藝術大学理事 /慶応義塾大学特任教授

今村　文彦    いまむら ふみひこ
東北大学災害科学国際研究所所長・教授

末吉　竹二郎    すえよし たけじろう
国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）特別顧問、
公益財団法人自然エネルギー財団副理事長

須藤    勝義 渥美　巖 辰野　まどか

藤井　史朗 劉　庭秀

国谷    裕子

今村    文彦

末吉 竹二郎

政府関係者

須藤    勝義
渥美       巖
辰野 まどか
藤井　史朗
劉       庭秀

参加お申込み
以下のURLからお申し込み下さい。
http://www.intcul.tohoku.ac.jp/g2sd/2018sdgs

大野    英男

小野　尚之

http://www.intcul.tohoku.ac.jp/g2sd
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開催日：平成 30年 12 月 22 日（土）
会場：TKP ガーデンシティ千葉３階シンフォニア A
先着 300 名さま（席がなくなり次第、立ち見となります）
講演会：13:00 ～ 17:00
展示会場：３階シンフォニアＡ前ホワイエ
展示会開催時間：10:00 ～ 17:00
参加費：無料
主催：千葉大学、東北大学総合学術博物館
共催：千葉県、東北大学災害科学国際研究所
後援：千葉県旭市、地震・津波対策を考える都道府県議会議員連盟

必ず来る南海トラフ巨大地震、首都直下地震に備えて、スロー
スリップ地震などの最新の地震研究の現状を紹介し、防災意
識を高めてもらうことを目的とする講演会を開催します。東
日本大震災の被害状況などを紹介するパネル展示や、東日本
大震災の震災遺構の３Dデジタルアーカイブ映像のバーチャ
ルリアリティ（VR）体験展示※も行います。

問合せ先　東北大学総合学術博物館　宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3　TEL/FAX：022-795-6767
千葉大学 大学院理学研究院 地球科学研究部門　FAX：043-290-2859

会場アクセス
所在地〒260-0025
千葉県千葉市中央区問屋町 1-45

カンデオホテルズ千葉内 
TKP ガーデンシティ千葉

●JR 京葉線 千葉みなと駅
幸町・千葉港・問屋町方面出口 徒歩 11 分
幸町・千葉港・問屋町方面出口 バス 5分

●JR 総武線 千葉駅東口
バス　約 10 分

●千葉モノレール 1号線 市役所前駅
出入口 1 徒歩 7分

●京成電鉄 千葉中央駅
西口 徒歩 9分

千葉市役所

本千葉駅

◎

◎

葭川公園駅

京成電鉄 千葉中央駅

みなと公園

県庁

千葉みなと駅

国
道
357 号

市役所前駅

TKP ガーデンシティ千葉
3階シンフォニア A

県庁前駅

会場

モノ
レー
ル

JR京
葉
線

JR
外
房
線

ポートアリーナ
バス停

※VR体験展示は中学生以上を対象とします

休憩 15:10-15:25

●首都圏で起きる大地震と震災
(15:25-15:55)
平田　直
東京大学地震研究所・教授

●地震災害から都市を守る
(15:55-16:25)
山崎文雄
千葉大学大学院
工学研究院・教授

●地震津波から命を守る ー児童の判断
力と行動力につながる科学の力ー
(16:25-16:55)
保田真理
東北大学災害科学国際研究所
・プロジェクト講師

開会の挨拶　今井　勝　千葉県議会議員
挨拶１　渡辺博道　復興大臣
挨拶２　髙橋　渡　千葉県副知事
挨拶３　梶原大介

地震津波対策を考える都道府県
議会議員連盟幹事長
 （高知県議会議員）

● チバニアンとは何か
（13:20-13:50）
亀尾浩司
千葉大学大学院
理学研究院・准教授

●スロースリップとは何か
（13:50-14:20）
佐藤利典
千葉大学大学院
理学研究院・教授

●３月 11日に家族が体験した津波
（14:20-14:50）
宮本英一
消防庁災害伝承 10 年プロジェクト
「語り部」（千葉県旭市）

●被災地からの現状報告
（14:50-15:10）
畠山和純
地震津波対策を考える都道府県議会議員連盟
会長，宮城県議会議員

展示会情報
10:00-17:00　シンフォニア A前ホワイエにて
・千葉県旭市展示　東日本大震災の記録

～” あの日” に起きたこと～
・東北大学総合学術博物館　震災遺構 VR体験展示
おひとり 5分程度（※中学生以上対象、整理券配布）
などを予定しています。

講　演（13:20 ～ 16:55）

閉会の挨拶
千葉大学大学院理学研究院・教授　中西正男

開　会　13:00
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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
オープンスクエア

場所：せんだいメディア場所：せんだいメディアテーク1階

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～

オープンスクエア
場所：せんだいメディ場所：せんだいメディアテーク1階

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
オープンスクエア

場所：せんだいメ場所：せんだいメディアテークディア 1階

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

オープンスクエア
場所：せんだいメディア場所：せんだいメディアテーク1階

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～

片平北門会館2階　エスパス
場所：東北大学片平キャ場所：東北大学片平キャンパス

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！
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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］
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史料館展示室

2019 年 1月 15日（火）～２月 15日（金）
月曜日～金曜日 10：00 ～ 17：00（土日祝は休館）

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

←  
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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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第９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：22019 年 1 月 29 日（火）

15時 00分～16時 00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「肝機能検査の数字のみかた」
講師：東北大学病院 消化器内科

高井 智 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）

Datefm
SUNDAY MORNING WAVE 8:25-8:55

UPDATES!

forever green radio 9:30-9:55

J:COM
18:00- 19:00- 22:00- 19:00-
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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)10:00～16:00

土・日・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
※冬季休園中

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
※改修工事のため2019/5/21
まで全館閉館

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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■ 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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