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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：三神峯公園の桜 
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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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特集：旧東北⼤学富沢キャンパス

[ 左 ] 昭和 31 年の富沢キャ
ンパス全景。キャンパス内
には学⽣寮・三神峯明善寮
も置かれた。[ 右 ] 昭和 33
年の観桜コンパ。ドテラ姿
で集まるのが慣例だった。

―
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太⽩区三神峯⼀丁⽬
【アクセス】宮城交通 : ⻄多賀⼀丁⽬⻄・三神峯公園 ⼊⼝

下⾞ 徒歩 5 分

旧東北⼤学富沢キャンパス（三神峯公園）

さびえ

縄⽂時代前期の竪⽳式住居の遺構や⼟器、
⽯器などが発⾒され、三神峯遺跡とも呼ば
れる仙台市の三神峯公園。今では桜の名所
として広く知られていますが、ここもかつ
ては東北⼤学のキャンパスの⼀つでした。
昭和 12 年に仙台陸軍幼年学校の校舎が建
設されたのち、戦後、昭和 20 年 9 ⽉から
は旧制⼆⾼のキャンパスに、そして昭和
24 年に新制東北⼤学が誕⽣すると同時に
旧制⼆⾼は東北⼤学に包括され、この地に
東北⼤学の第⼀教養部が置かれます。昭和
33 年に教養部が川内キャンパスに移転す
るまで、この地は学都仙台の中⼼地の⼀つ
として、その役⽬を果たしてきました。今
も公園の各所に残る碑などからは、この地
で学んだ学⽣たちの⺟校への愛慕の気持ち
が伝わってきます。
戦前、戦後の激動の変遷期に学び舎が置か
れた三神峯の地。新しい⽇本を創る気概に
燃えて勉学に励んだ若⼈を励ました桜が、
今年も変わらず花を咲かせます。

[ 上 ] 涅槃の碑とも呼ば
れ る「⼆ ⾼ 尚 志 の 碑」。
⼆⾼創⽴ 100 周年を記念
して同窓会（尚志会）が
建⽴した。⼆⾼終焉の地
に、挽歌としての碑⽂が
刻まれている。[ 下 ] 三
神峯明善寮懐旧の碑。碑
⽂にとられた「散りにし
花は幻か…」は明善寮祭
歌の⼀節。

仙台市の桜 開花予想⽇ 4/2( ⽕ ) 満開予想⽇ 4/9( ⽕ )
【ウェザーマップ 3 ⽉ 25 ⽇発表】
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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 

企画展 
【申込不要】 

3/26(火)-
5/6(月・祝) 

埋蔵文化財調査室・附属図書館・史料館主催  
新入生歓迎展示「川内歴史さんぽ
～縄文、仙台城、そして東北大へ～」  

東北大学附属図書館本館  
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 
【募集中】 

3/30(土) アカデミック・リーダー育成プログラム
「成果報告会」 

東北大学東京サイト 
（日本橋ライフサイエンス
ビルディング 9 階 911）  

10:30-15:30 高度教養教育・学生支援機構 
大学教育支援センター 
TEL:022-795-4471 
無料/web,メール申込 

公開講座 
【募集中】 

3/30(土) 大学変革リーダー育成プログラム特別セミナー
「今、求められる大学変革
リーダーの育成」

東北大学東京サイト 
（日本橋ライフサイエンス
ビルディング 9 階 911）  

16:00-17:30 高度教養教育・学生支援機構 
大学教育支援センター 
TEL:022-795-4471 
無料/先着 90 名/web, 
メール申込

公開講座 
【募集中】 

3/31(日) 東北大学工学部 in 東京 一橋講堂 
学術総合センター2階ホール 
(東京都千代田区一ツ橋 2-1-2)  

9:45-16:20 
9:20開場 

工学研究科・工学部 入試広報企画室  
TEL:022-795-5013 
無料/対象:高校生,受験生,
保護者,高校等の先生, 
東北大学工学部に 
関心をお持ちの方 
web申込 

その他 
【申込不要】 

4/6(土), 
4/7(日) 

第 11回元気！健康！
フェア inとうほく
※チラシなし

仙台国際センター
会議棟 

10:00-17:00 
9:30開場 

河北新報社営業局営業部  
TEL:022-211-1413 
無料 
※「生涯健康トーク」は締切済み。

公開講座 
【募集中】 

4/13(土) サイエンスキャンパス 体験型科学教室
パナソニック次世代育成型プログラム
「LED・家ライト工作教室」  

工学研究科・工学部
サイエンスキャンパスホール
■青葉山キャンパス

①10:00-12:00
②13:30-15:30

工学研究科・工学部 
創造工学センター  
TEL:022-795-5047 
無料/対象:小学新 5 年生から新 6年生
定員:各回 24名/web申込/締切:3/31  

公開講座 
【募集中】 

4/14(日) 学際科学フロンティア研究所 
領域創成研究プログラム
「市民交流型 楽しく学ぶ俳句大会ー吟行ー」  

文学部中講義棟 
第一講義室 
東北大学植物園 
■川内キャンパス

10:00-17:00 市民公開講座担当 
TEL:022-795-5984 
無料/FAX,メール申込 
締切:3/31 

公開講座 
【申込不要】 

4/18(木) 発酵微生物学寄附講座
開設記念式典・シンポジウム
「真核微生物研究の魅力に迫る」  

青葉山コモンズ 2
階大講義室 
■青葉山キャンパス

13:30-19:30 農学研究科・農学部総務係 
TEL:022-757-4003 
無料 

企画展 
【発売中】 

4/19(金)-
6/23(日) 

最先端技術でよみがえ
るシルクロード 

東北歴史博物館 9:30-17:00 
月曜,5/7 休館 
(4/29,5/6 は開館) 

河北新報社事業部 
TEL:022-211-1332 
前売り/一般:1,000円のみ 
当日/一般:1,200 円,シルバー
:1,100円,小中高生:600円 
萩友会プレミアム会員(要事前申込)/一般:900円  

公開講座 
【募集中】 

4/19(金) 危機に瀕する学術情報
の現状とその将来 Part2 

日本学術会議講堂
（東京都港区六本木
7 丁目 22 番地 34 号） 

13:00-17:30 日本学術会議事務局
企画課学術フォーラム担当 
TEL:03-3403-6295 
無料/定員:300名 
web申込 

公開講座 
【申込不要】 

4/19(金) 第 164回サイエンスカフェ
「多種共存の森ーその仕組みと惠みー」 

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

2019.3.30 ～ 2019.5 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 

企画展 
【発売中】 

4/20(土)-
6/23(日) 

横山崋山 展 宮城県美術館 9:30-17:00 
月曜,5/7 休館 
(4/29,5/6 は開館) 

河北新報社事業部 
TEL:022-211-1332 
前売り/一般:1,100円,学生:900円  
当日券/一般:1,300 円,学生:1,100 円  
萩友会プレミア会員(要事前申込)
/一般:1,000円,学生:800円 

公開講座 
【募集中】 

4/20(土) たまきさんサロン サロン講座
「DIY で快適な暮らし～エネ
ルギーをかしこく使おう～」

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

10:00-12:00 たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/42名(小学生以
下保護者同伴)※抽選
メール,はがき,FAX 申込
締切:4/9

公開講座 
【募集中】 

4/20(土), 
4/21(日) 

妊娠期から子育てまでの
切れ目のない支援体制の構築のために  
「コペアレンティング（夫婦協同育児）
の考え方と子供の成長発達への効果」  

[4/20@仙台] 
星陵オーディトリアム 
■星陵キャンパス
[4/21@東京]
日本橋ライフサイエンス
ビルディング 9 階 913 号室

いずれも 
13:30-16:00 
13:00 受付開始 

医学系研究科ウィメンズヘルス・周産期看護学分野 
info@womens.med.tohoku.ac.jp 
無料/web申込 

公開講座 
【募集中】 

4/21(日) TEDxTohokuUniversity 
2019 Main Conference 

東北大学カタール
サイエンスキャン
パスホール
■青葉山キャンパス

10:30-19:30 TEDxTohokuUniversity 
tedxtohokuu@gmail.com 
学生:3000 円,一般:6000 円
懇親会:1000円 
定員:100名 
web申込 

その他 
【募集中】 

4/21(日) 東北大学進学説明会・
相談会 in 仙台 

仙台国際センター 12:00-17:10 東北大学入試センター  
TEL:022-795-4802 
無料/web申込 

その他 
【募集中】 

4/27(土) 理学研究科 合同入試
説明会 2019東京会場 

東北大学東京分室
（東京都千代田区丸の内
1-7-12サピアタワー10階）

10:00-16:30 理学研究科教務課 
大学院教務係 
TEL:022-795-6351 
無料/web申込 

公開講座 
【申込不要】 

5/15(水) 第 164回サイエンスカフェ
「生命の部品、タンパク質ーその形と
動きをコンピュータで理解するー」  

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

コンサート
【発売中】

5/26(日) 川内萩ホールフォーシ
ーズンズ・プログラム
2019-2020 vol.1「小野リサ 
ボサノバ・コンサート 2019
ーMusic Journeyー」 

川内萩ホール 

■川内キャンパス

15:00開演 
14:30開場 

河北新報社事業部 
TEL:022-211-1332 
S席:4,800円 
A席:3,800円 
学生席(大学生以下)2,800 円 
萩友会プレミアム会員(要事前申込)/S 席:3,800 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

公開講座 
【申込不要】 

5/31(金) 第 58 回リベラルアーツサロン
「謎の漢文を読解せよーなぜ『西遊記』は
漢文の教科書に載らないのか？－」  

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

 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、3 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。

17
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新たなスタンプカードの配布は 2019/3/31まで。 

最新のイベント情報はこちらから☞ 
いろんなコラムも掲載中！ 
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[仙台]   [東京]   [紙チケット] 
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ｐ

東北大学関連 

イベント詳細情報

2019.3.30～ 

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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※Web申込み不可の場合は、氏名・所属・連絡先(e-mail)を明記の上、iehe-seminar@g-mail.tohoku-university.jp までお申込みください。

http://www.ihe.tohoku.ac.jp/
東北大学高度教養教育・学生支援機構HP「イベント申込み」よりWebにてお申込みください。

東北大学 高度教養教育・学生支援機構 大学教育支援センター（CPD）
TEL. 022-795-4471　E-mail. iehe-seminar@g-mail.tohoku-university.jp

東北大学 高度教養教育・学生支援機構

坂東 眞理子

教育関係共同利用拠点提供プログラム　大学人材開発論：M-02

※Web申込み不可の場合は、氏名・所属・連絡先(e-mail)を明記の上、iehe-seminar@g-mail.tohoku-university.jp までお申込みください。

http://www.ihe.tohoku.ac.jp/
東北大学高度教養教育・学生支援機構HP「イベント申込み」よりWebにてお申込みください。

東北大学 高度教養教育・学生支援機構 大学教育支援センター（CPD）
TEL. 022-795-4471　E-mail. iehe-seminar@g-mail.tohoku-university.jp

東北大学 高度教養教育・学生支援機構
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日本学術会議主催
学術フォーラム

危機に瀕する学術情報の現状とその将来  Part 2
日  時 ：  平成３１年４月１９日（金）  13:00～17：30
会　場 ：  日本学術会議講堂（東京都港区六本木７丁目２２番地３４号）

主　催  ：  日本学術会議 　
参加費  ：  無  料
定　員  ：  300名

司 会　米田 雅子（日本学術会議第三部幹事、慶應義塾大学特任教授）

13:00 開会挨拶　三成 美保（日本学術会議副会長、奈良女子大学副学長・教授）

13:05 趣旨説明　大野 英男（日本学術会議第三部部長、東北大学総長）

13:15 学術情報としての政府統計の利活用の現状と課題
北村 行伸（日本学術会議第一部会員、一橋大学経済研究所教授）

13:40 学術誌をめぐる国内外の諸問題と対応策
 山口    周（日本学術会議第三部会員、大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授）

14:05 学術の信頼性を損なう粗悪雑誌問題
野上    識（東京大学理学系研究科シニア・リサーチアドミニストレーター）
武田 洋幸（日本学術会議第二部幹事、東京大学大学院理学系研究科・理学部研究科長・理学部長）　

14:30 エビデンスデータの公開をめぐる課題
白髭 克彦（東京大学定量生命科学研究所所長）

休憩(15分)

15:10 オープンサイエンスに関する政策と方向
文部科学省　研究振興局参事官（情報担当）

15:35 オープンサイエンスと情報基盤
喜連川   優 （日本学術会議連携会員、情報・システム研究機構国立情報学研究所所長、東京大学生産技術研究所教授）

16:00 産業界から見た、データ利活用における課題と期待（仮）
佐々木 直哉（日本学術会議連携会員、 日立製作所研究開発グループ技師長、一般社団法人機械学会会長）

16:25  総合討論
コーディネータ　佐藤 岩夫（日本学術会議第一部部長、東京大学社会科学研究所長・教授）

17:25  閉会挨拶　武田 洋幸（前掲） 

17:30  閉 会

問合せ先 :日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当　03-3403-6295 

日本学術会議
は2017年5月に学術フォーラム「危機に瀕す

る学術情報の現状とその将来」を開催した。その後の学術
情報を取り巻く情勢は、オープンサイエンスのさらなる進展、学術情

報の分析と大学運営に及ぼす影響、電子ジャーナル問題とその対応戦略、
わが国の学会における学術雑誌の諸課題、エビデンスデータの公開、研究
データの散逸や学術情報のデジタル基盤構築など、多くの課題が顕在化し、
また学術情報のおかれている環境も急速に変化している。
日本学術会議は、学術の基本となる学術情報の現在を継続して検討する
ため、このたび、学術情報に関するフォーラムのpart2を開催する。

学術情報を取り巻く現在の情勢を共有すると共に、将来
に向けての活発な議論を展開したい。

申込方法  ：  以下の申込フォームより申込ください
https://ws.formzu.net/fgen/S25136437/
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● 開館時間　午前9時30分～午後5時 （発券は午後4時30分まで）
● 休  館  日　毎週月曜日（但し、４月２９日・５月６日は開館、５月７日（火）は閉館）
● 観  覧  料　一般 1,200円（前売1,000円）  シルバー 1,100円  小中高校生 600円

展覧会公式サイト

※常設展もご覧いただけます。　※前売券の販売は一般のみ
※２０名様以上は団体料金（当日料金の１００円引き）　※シルバーは６５歳以上の方
※入場口で身分証明書（免許証・保険証等）をご呈示いただく場合がございます。ご了承ください。

TOHOKU HISTORY MUSEUM
東北歴史博物館
JR東北本線国府多賀城駅となり／三陸自動車道「多賀城IC」から車で約5分

〒985-0862 宮城県多賀城市高崎1-22-1

TEL.022-368-0106

2019

4.19金  
 6.23日

法隆寺金堂壁画(焼損前)再現

バーミヤン東大仏天井壁画復元

法隆寺釈迦三尊像復元
※写真はすべてスーパークローン文化財

スーパークローン展　宮城

共催：東京藝術大学、公益財団法人しまね文化振興財団
企画協力：山陰中央新報社、中村 元記念館
特別協力：株式会社IKI、東京藝術大学COI拠点、株式会社竹尾、小川香料株式会社

主催：東北歴史博物館、 、

後援：多賀城市、多賀城市教育委員会、多賀城市観光協会、多賀城・七ヶ浜商工会、
、　　　　  、　 　　　　　  、　　　　　　  、　　　　　 、

　　  朝日新聞仙台総局、毎日新聞仙台支局、読売新聞東北総局、
　　   産経新聞社東北総局、宮城ケーブルテレビ株式会社

協賛：　　　 富士通株式会社

1： 敦煌莫高窟第57窟再現

2： 法隆寺釈迦三尊3D計測風景

3： バーミヤン東大仏天井壁画復元作業風景 　　

4： 法隆寺金堂壁画再現作業風景　　

5： 法隆寺釈迦三尊3Dデータ

6： エドゥアール・マネ「笛を吹く少年」のスーパークローン文化財

最先端技術最先端技術

　本展にて再現される作品は、2001年に破壊された

バーミヤン東大仏天井壁画、ドイツ探検隊が持ち帰

り第二次大戦の戦火で失われたキジル石窟航海者

窟壁画、保存などのため一般公開が困難な敦煌莫

高窟第57窟、火災により焼損した法隆寺金堂壁画な

ど、その歴史的・芸術的価値が認められながらも、現

在では見ることの出来ない作品ばかりです。

　「スーパークローン文化財」は、「保存」と「公開」を

両立すべく、東京藝術大学で開発された芸術と科学

の融合による高精度な再現（複製）です。最先端の

デジタル技術と伝統的なアナログ技術を駆使し、科

学では補えない人の手技や感性を取り入れることに

より、文化的背景や精神性など、破壊や戦火でも失

われることのない当時の人々の「こころ」や芸術の

DNAを再現します。

　再現された空間では、現地の映像、臨場感あふれ

る音や香りなど、五感でシルクロードの世界を体感す

ることが出来ます。最先端の技術でよみがえった人類

の宝をご堪能ください。

1

2

3

4 5 6※写真はすべてスーパークローン文化財

スーパークローン文化財
による保存と公開
宮廻正明氏（東京藝術大学名誉教授）

2019年4月20日（土）13：30~15：00 会場：3階講堂

2019年5月19日（日）、
6月2日（日）、16日（日）
11：00~12：00／14：00~15：00
会場：特別展示室
東京藝術大学社会連携センター研究員
他東京藝術大学関係者

※各日2回開催

●仙台駅から14分 JR東北本線
「国府多賀城駅」となり
●JR仙石線「多賀城駅」下車 
徒歩約25分またはタクシー約10分

●三陸自動車道「多賀城IC」から車で約5分
●国道4号線苦竹インターから国道45号線を
塩釜方向に8km（約25分）

●仙台港フェリーターミナルから15分
●無料駐車場（191台・大型バス10台）

〒985-0862
宮城県多賀城市高崎1-22-1
TEL 022-368-0101㈹
FAX 022-368-0103㈹
Email: thm-service@pref.miyagi.lg.jp

TEL.022-368-0106
スーパークローン展　宮城展覧会公式サイトTOHOKU HISTORY MUSEUM

東北歴史博物館
この印刷物は
再生紙を使用しています。

前売券
販売所

2月15日(金)前売券販売開始 ≪販売は4月18日(木)まで≫
東北歴史博物館／藤崎／仙台三越／ローソンチケット（Ｌコード：２２４７５）／セブンチケット／チケットぴあ（Ｐコード：９９２－０７１）／イープラス
http://eplus.jp／日専連カスタマーセンター（アエルビル９Ｆ）／ニッセンレン・テラス　セルバ店／イオン仙台店／イオン仙台中山店／イオン仙台幸町店／
イオン利府店／イオン富谷店／イオン名取店／イオン多賀城店／イオン石巻店／イオンスタイル仙台卸町／河北新報販売店／ＴＢＣホームページ

1,200円（1,000円）
一般

1,100円
シルバー

600円
小中高校生

観 覧 料
※常設展もご覧いただけます。  ※（　）内は前売
※20名様以上の団体は当日料金の100円引き  ※シルバーは65歳以上の方。
※入場口で身分証明書（免許証・保険証等）をご呈示いただく場合がございます。
ご了承ください。

1 東京藝術大学ワークショップ
「金魚の気持ち」

日時：2019年5月3日（金）・4日（土）・5日（日）
午前の部10:00～／午後の部13:30～
会場：エントランスホール　定員：各部30名

2 東京藝術大学ワークショップ
「自分だけのクレヨンを作ろう！」

日時：2019年6月8日（土）13:30～15:00
会場：1階実習室　定員：20名（事前申込制・先着順）
5月8日(水)から受付開始

3「レプリカを作ってみよう！」
東北歴史博物館ワークショップ

日時：2019年4月27日（土）、5月25日（土）
13:30～15:00　会場：1階実習室
定員：20名（事前申込制・先着順）
各回3月27日(水)、4月25日(木)から受付開始

記念
講演会

ギャラリー
トーク

会場：特別展示室
担当：当館学芸員

※特別展観覧チケットが
必要です

展示解説
日時：4月21日、28日、5月5日、12日、26日、

6月9日、23日（すべて日曜日）
11:00～12:00

ワーク
ショップ

すべて
参加無料！

※講演会、ギャラリートーク、ワークショップへの参加には特別展観覧チケットが必要です。

至泉運転
免許センター 至大和

岩切大橋

モリリン加瀬沼公園

利府・
塩釜IC

多賀城跡

浮島収蔵庫
（旧東北歴史資料館）

県道泉・塩釜線
多賀城碑

県道仙
台・松

島線

JR利府
線

新幹線
操車場

仙台北部道路

仙台東部道路

三陸自動車道

洞ノ口
交差点

イオンモール利府

至松島

至塩釜たがじょう

JR東北本線

多賀城廃寺跡
高崎中

多賀城市文化センター

多賀城市役所
多賀城市立図書館

東北学院大学工学部

八幡交差点
（東北歴史博物館への案内標識あり）

仙台港フェリーターミナル夢メッセみやぎ仙台港北IC

国道45号線至仙台

砂
押
川

いわきり りくぜんさんのう

なかのさかえ

こくふたがじょう

しんりふ

りふ

しおが
ま

城南小

JR仙石線

ヤマザワ
ホーマック
まるまつ

利府JCT

多賀城IC

利府しらかし台IC

東北歴史博物館

ださい。

【他館割引】本展覧会の半券提示で、宮城県美術館「横山華山展」(2019年4月20日(土)～6月23日(日))を団体料金でご覧いただけます。

第163回
サイエンスカフェ

第165回
サイエンスカフェ

第164回
サイエンスカフェ

第166回
サイエンスカフェ

第60回
リベラルアーツサロン

東
北
大
学
二
〇
一
九
年
度
前
期
プ
ロ
グ
ラ
ム

第58回
リベラルアーツサロン

第59回
リベラルアーツサロン

第167回
サイエンスカフェ

第168回
サイエンスカフェ

各回とも

18：00
19：45

▶

清和 研二 教授［農学研究科］

多種共存の森
～その仕組みと恵み～
多種共存の多種共存の多種共存の多種共存の多種共存の多種共存の森森森森森森
～その仕組みと～その仕組みと恵～その仕組み～その仕組みと恵～その仕組みと恵～その仕組みと恵み～み～み～み～み～み～
多種共存の森
～その仕組みと恵み～

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

4/19金4/19金

地球の中はどんな世界？地球の中はどんな世界？ 
＆ 鉱物のフシギ＆ 鉱物のフシギ
栗林 貴弘 准教授［理学研究科］

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

6/28金6/28金

渡邉 賢 教授［工学研究科］

超臨界で天然物がお宝に？
～新しい食品加工と廃棄物処理技術～
超臨界で天超臨界で天超臨界で超臨界で天超臨界で天超臨界で天然物がお宝然物がお宝物がお宝然物がお宝然物がお宝然物がお宝に？に？に？に？に？？
～新しい食品加工～新しい食品加工～新しい食品加工～新しい食品加工～新しい食品加工～新しい食品加工と廃棄物処理技術と廃棄物処理技術と廃棄物処理技術と廃棄物処理技術と廃棄物処理技術と廃棄物処理技術～～～～～
超臨界で天然物がお宝に？
～新しい食品加工と廃棄物処理技術～

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

8/30金8/30金

西 羽美 准教授［情報科学研究科］

生命の部品、タンパク質 
～その形と働きをコンピュータで理解する～
生命の部品生命の部品生命の部品生命の部品生命の部品生命の部品、タンパク、タンパク、タンパク、タンパク、タンパク、タンパク質質質質質質
～その形と働きを～その形と働きを～その形～その形と働きを～その形と働きを～その形と働きをコンピュ タコンピュータで理コンピュータで理コンピュータで理コンピ タで理コンピュータで理解する～解する～する～～解する～～
生命の部品、タンパク質 
～その形と働きをコンピュータで理解する～

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

5/155/15

斎藤 芳郎 教授［薬学研究科］

毒なのに体に必要なモノって何？
～体のことを知って薬を作る～
毒なのに体毒なのに体毒なのに体毒なのに体なのに体毒なのに体に必要なモに必要なモに必要なモに必要なモに必要なモに必要なモノってノってノってノってノってノって何？何？何？何？何？何？
～体のことを知っ～体のことを知っ～体のことを知っ～体のことを知っ～体のことを知っ～体のことを知って薬を作る～て薬を作る～て薬を作る～て薬を作る～て薬を作る～て薬を作る
毒なのに体に必要なモノって何？
～体のことを知って薬を作る～

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

7/12金7/12金

水水

水水

張替 秀郎 教授［医学系研究科］

がんを免疫で治すがんを免疫がんを免疫がんを免疫がんを免疫がんを免疫がんを免疫で治すで治すで治すで治すで治すで治すがんを免疫で治す

場所：せんだいメディアテーク1階
オープンスクエア

水水
場所：せんだいメ

9/189/18

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

5/31金5/31金

謎の漢文を解読せよ謎の漢文を解読せよ 
―なぜ『西遊記』は漢文の教科書に―なぜ『西遊記』は漢文の教科書に
載らないのか？―載らないのか？―
勝山 稔 教授［国際文化研究科］

齋藤 智寛 准教授［文学研究科］

人間の本性は善か悪か人間の本性人間の本性人間の本性人間の本性人間の本性人間の本性は善か悪かは善か悪かは善か悪は善か悪かは善か悪かは善か悪か人間の本性は善か悪か

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

8/9金8/9金

千葉 聡 教授［東北アジア研究センター］

取扱い注意な生物多様性取扱い注意取扱い注意取扱い注意取扱い注意取扱い注意取扱い注意な生物多様な生物多様な生物多様な生物多様な生物多様な生物多様性性性性性性取扱い注意な生物多様性

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

9/20金9/20金

※開催曜日にご注意ください。 ※開催場所にご注意ください。

※開催曜日にご注意ください。

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
事前申込不要

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。

東北大学 総務企画部社会連携課社会連携推進係

※消防法により入場者数を
制限することがあります
のでご了承ください。
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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
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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

⽉・⽔・⾦・⼟・
⽇・祝⽇、6/22、
夏季休業⽇、
年末年始

総務企画部広報室
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

総務企画部広報室
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 ⻄澤記念資料室 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

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
(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

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
無料
※説明、10名以上の⾒学時
は要事前連絡

⻘葉⼭
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
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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■ 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】附属図書館本館、川内厚生会館、植物園本館 【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、学都仙台コンソーシアム(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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