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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：1858年、ダーウィンとウォレスが初めて自然選択説を
発表した時の論文を装丁したもの。東北大学附属図書館蔵。
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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

•減災教育「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：附属図書館企画展 チャールズ・ダーウィン⽣誕 210 年記念

進化論の提唱者として現在広く認知されている
チャールズ・ダーウィンが、英国海軍の測量船ビー
グル号に乗船して世界周航へ旅⽴ったのは、1831
年、彼が⼤学を出たばかりの22歳の時。それから『種
の起源』が出版されるまでには実に 30 年近い歳⽉
を要することとなる。
好奇⼼豊かなチャールズ⻘年が、ガラパゴス諸島な
どでの豊かな経験をもとに彼の仮説をまとめ上げ、
それを世に公表するまでの間には、どのような経緯、
あるは葛藤があったのだろう。
ダーウィンを取り巻く当時の世界観を軸に、進化論
の歴史を研究者たちの⾜跡から辿る企画展が、この
秋東北⼤学附属図書館で開催される。
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令和元年度東北⼤学附属図書館企画展 チャールズ・ダーウィン⽣誕 210 年記念
「蔵書でたどる『種の起源』への道のり〜進化×深化」

『種の起源』の誕⽣の謎を紐解く⼀冊の本がある。地質学
者チャールズ・ライエルの『地質学原理』である。
ライエルは、地球は、“ノアの⽅⾈と⼤洪⽔” に描かれた
ような天変地異、天地創造によって形作られたのではな
く、岩⽯の⾵化や浸⾷、河川による堆積や⽕⼭の爆発など、
現在も⽬の前で起こっている⾃然の現象が⻑⼤な年⽉積
み重なることによって出来上がり、そして今現在もその
変化が起こり続けている、という “⻫⼀説” を主張して
いた。
ビーグル号乗船中にこの本を愛読し、実際に世界各地で
地震や⽕⼭噴⽕など様々な地球の活動を⽬の当たりにし
たダーウィンは、⽣物も同様に変わってきたのではと考
えた。そして帰国後、この世の⽣物はすべて神の⼿によっ
て⼀時に創造されたのではなく、⻑⼤な地球の歴史のな
かで、⾃然との何らかの相互作⽤により、微⼩な⽣命か
ら哺乳類に⾄るまで、共通の祖先から様々な種類の⽣物
が分かれてきたのではないか、という進化論に思い⾄っ
たのである。
さらに、ガラパゴス諸島での島ごとに微妙ながらも明ら
かに異なるゾウガメやフィンチの姿などを観察していた
ダーウィンは、マルサスの『⼈⼝論』などにも触発され、“⾃
然選択説” による進化論の考察と確信を深めていく。

ただ、このキリスト教的創造論を否定する学説の公表は、
憚られた。ダーウィン以前にも、ラマルキズムで知られ
るフランスの博物学者ジャン・ラマルクなど、独⾃の進
化論を提唱した学者はいたが、当時はまだ聖書のなかの
創世記の記述が真実であるとする科学者も多くいた。特
に尊敬していたライエルが創造論者であったことなどか
ら、ダーウィンも表⽴って⾃らの主張を打ち出せなかっ
たのである。

そのままダーウィンの中で温め続けられていた進化論は、
ひょんなことから世間に公表される機会がもたらされる。
東インド諸島に滞在中の博物学者アルフレッド・ラッセ
ル・ウォレスからの⼿紙である。
ウォレスの⼿紙は、⾃⾝の論⽂をダーウィンからライエ
ルに推薦してほしいというものだったが、その論⽂の内
容が、なんと⾃分の考えた⾃然選択説と⽠⼆つだったの
である。

⻑年温め続けてきた⾃分の⻁の⼦の学説が、他⼈にも
思いつかれ、そしてなおかつ⾃分よりも先に世に発表
されてしまう。その時のダーウィンが感じた衝撃と悲
嘆はいかばかりであったろう。
結局、ライエルらの執り成しにより、1858 年、ダーウィ
ンとウォレスの説は同時に学会で発表されることと
なった。そして翌年出版されたのが『種の起源』である。
22 歳で世界航海へ出かけた⻘年は 50 歳になっていた。
初版の千数百部は予約販売の時点で完売したという。

そのうちの 1 冊が、東北⼤学附属図書館に所蔵されて
いる。これは 2011 年、附属図書館の創⽴百周年を記念
し、本学名誉教授の岡本宏⽒より寄贈されたものであ
る。⽒は 1997 年、ニューヨークで⽴ち寄った古書店で
⼊荷の情報にありつき、2 万 6 千ドルでこれを買い求
めた。図書館への寄贈にあたっては、「コペルニクスや
ニュートン、ダーウィンを⽬指すくらいの気概をもっ
て研究せよ」という若い世代の研究者たちへの思いが
込められている。

ダーウィンの⽣誕から 210 年。進化論にまつわる時代
時代の書物が⼀同に介するこの機会に、ダーウィン、
そして進化論の辿った道のりに思いを馳せてみてはい
かがだろうか。

ダーウィンはビーグル号の航海で数多くの標本を収集
したが、そのうち、哺乳類の化⽯については解剖学者
リチャード・オーウェンに研究を託した。この成果等
をまとめたのが『ビーグル号航海の動物学』の第 1 部
第 1 号（写真）だが、附属図書館が所蔵する本資料に
はオーウェン直筆のサイン、書き込みがある。オーウェ
ンは「恐⻯ (Dinosaur)」という⾔葉を創り、⼤英⾃
然史博物館を創設したことでも有名。

【会期】令和元年 11 ⽉ 1 ⽇（⾦）〜 11 ⽉ 15 ⽇（⾦）10:00-17:00 （11/9,10 は閉場）
【会場】東北⼤学附属図書館本館多⽬的室

記念講演（ダーウィンの『種の起源』/植物の結婚〜カール・リンネと⾃然の体系〜）
【⽇時】令和元年 11 ⽉ 5 ⽇（⽕）15:00-17:00 
【会場】東北⼤学附属図書館本館 1 階フレキシブルワークエリア

【問い合わせ】東北⼤学附属図書館 TEL：022-795-5911（代表）

無料・予約不要

詳しくは    のチラシを
ご覧ください。



区分 開催日 イベント名 会 場 時 間 問合わせ先・その他 

MOOC 
【受付中】 

講座ごと 
東北大学MOOC 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 
無料 

企画展 
【申込不要】 

10/1(火)-
11/24(日) 

生命科学研究科・総合
学術博物館共同小企画展
「もっともっとしりたい日
本とキューバのコウモリ」 

東北大学総合学術
博物館二階企画展
示スペース 

■青葉山キャンパス

10:00-16:00 
[月曜休館・月曜が
祝日の場合翌日休館]  
【ワークショップ】 
10/12(土),26(土)
13:00-16:00 

総合学術博物館 
TEL:022-795-6767 
大人:150円, 
小人:80円 
※萩友会プレミアム会員入館無料

企画展 
【申込不要】 

10/7(月)-
11/1(金) 

総合学術博物館・史料
館共同展示「西澤潤一と東
北大学」 

宮城県庁 18 階 
県政広報展示室 

[平日] 
9:30-16:00 

総合学術博物館 
TEL:022-795-6767 
無料 

企画展 
【申込不要】 

10/23(水)-
12/1(日) 

現代の絵図展～地域愛
のありかを俯瞰する～ 

国際センター駅 1階
階段下ギャラリー
スペース

9:00-19:00 青葉山・八木山フットパスの会事務局 
TEL:070-5091-4896 
無料 

公開講座 
【募集中】 

10/31(木) 国際研究プロジェクト
とその研究者たち 

知の館 3階 講義室 

■片平キャンパス

17:30-19:00 
17:00開場 

理学研究科物理学専攻 
准教授 佐貫 智行 
sanuki@epx.phys.tohoku.ac.jp 
無料/対象:高校生,大学生(1, 2年生)
メール申込

企画展 
【申込不要】 

11/1(金)-
11/15(金) 

令和元年度東北大学附属
図書館企画展チャールズ・
ダーウィン生誕 210年記念
「進化×深化～蔵書でたどる
『種の起源』への道のり」 

附属図書館本館 1号館  
多目的室 

■川内キャンパス

10:00-17:00 
[11/9,10は
閉館] 

東北大学附属図書館 
TEL:022-795-5911 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

11/1(金) 第 61回リベラルアーツサロン
「イタリア・ルネサンスの
リベラルアーツ―芸術・自
由・人文主義―」

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】 

11/2(土) 東北講演会「伊達政宗
が生きた時代の日本と世界」 

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 
(平日 9:00-17:00) 
無料(懇親会も参加の場合 3,000円)
定員:100名 
web申込 

公開講座 
【申込不要】 

11/2(土) 第 60回東北大学農学カルチャー講座
宮城県食品産業協議会設立 30周年記念講演
～「食」にまつわる最新科学～ 

青葉山コモンズ 

■青葉山キャンパス

14:00-16:50 公益財団法人翠生農学
振興会事務局 
TEL:022-757-4070 
無料/先着 100 名 
にお土産付 

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

2019.10.30 ～ 2020.3 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 

祭 
【申込不要】 

11/2(土)-
4(月) 

第 71回東北大学祭 

■川内キャンパス

東北大学祭事務局 
TEL:022-795-7849 

その他 
【申込不要】 

11/3(日・祝) 市民オープンキャンパ
ス第 15回「紅葉の賀」

植物園、文学部第
一講義室 
■川内キャンパス

9:00-16:00 文学研究科総務企画係 
TEL:022-795-6002 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

11/5(火) 第 12回東北大学病院
肝臓病教室「進歩する肝臓
の手術と肝移植」 

東北大学病院外来 1 階
キャンサーボード室

■星陵キャンパス

15:00-16:00 肝疾患相談室 
TEL:022-717-7031 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

11/5(火) 記念講演会「ダーウィ
ンの『種の起源』」・「植
物の結婚～カール・リンネ
と自然の体系～」

附属図書館本館 1階
フレキシブルワークエリア

■川内キャンパス

15:00-17:00 東北大学附属図書館 
TEL:022-795-5911 
無料 

公開講座 
【募集中】 

11/5(火), 
6(水) 

サイエンスアゴラ in 仙台 2019
& 東北大学 SDGs シンポジウム 
東北から「持続可能で心豊
かな社会」を創造する 

[11/5] 
片平さくらホール 
[11/6] 
仙台国際センター 
大ホール，桜 1 
■片平キャンパスほか

[11/5] 
13:00-17:00 
[11/6] 
9:30-18:00 

環境研究推進センター 
erpc@grp.tohoku.ac.jp 
無料(懇親会:2,000円)
定員:800名/FAX,web
申込/締切:10/31 

公開講座 
【申込不要】 

11/8(金) 第 6回 患者さんとご
家族のための膵がんサロン
「膵がん/胆管がん教室」 

東北大学病院外来 1 階
キャンサーボード室

■星陵キャンパス

13:30-15:00 医学系研究科がん看護学分野
(佐藤 菜保子) 
TEL:022-717-7928 
無料/対象:膵がん、胆管がんと診断され、
現在当院にて治療中の患者さんとそのご家族
(院外の方は事前問合せ) 

公開講座ほか 
【申込不要】 

11/9(土)-
12(火) 

世界防災フォーラムほか 仙台国際センター
ほか 

イベントごと 仙台市まちづくり政策局 
防災環境都市・震災復興室  
TEL:022-214-8098 

公開講座 
【募集中】 

11/12(火) 未来型医療創造卓越大
学院プログラム FM DTS融
合セミナー ハーバード大学
教授 Kevin Eggan 講演会 

星陵オーディトリアム 

■星陵キャンパス

18:00-19:00 未来型医療創造卓越大学院
プログラム推進室 
TEL:022-717-8031 
無料/web,メール申込 

コンサート
【申込不要】

11/14(木) 第 24回かたひらロビー
ミニコンサート

片平北門会館１階
エントランスロビー

■片平キャンパス

12:10-12:50 社会連携課社会連携推進係  
TEL:022-217-5132 
無料 

10

12 

13

14 

18

16

11

15 

17 

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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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】 

11/16(土) サイエンスキャンパス体験型科学教室
「光センサー・よけロボを
つくり、電子科学の不思議
な世界を体験しよう！」 

サイエンスキャン
パスホール

■青葉山キャンパス

13:00-16:00 創造工学センター 
TEL:022-795-5047 
無料/対象:小学 4-6 年生
定員:24名/web申込/締切:11/4 

公開講座 
【募集中】 

11/16(土) たまきさんサロンサロン講座
第 10回気象サイエンスカフ
ェ東北「わが町の気候変動
どうやって予測する？」 

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

14:00-16:00 
13:30開場 

せんだい環境学習館たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/メール,はがき,FAX 申込
締切:11/6 

フィールドワーク
【募集中】

11/17(日) 青葉山・八木山フットパス
令和元年度第二回フィールドワーク
「四ツ谷山を探せ～四ツ谷用水と
三滝玄武岩の源をたどる～」 

川内コミュニテ
ィ・センター集合 

[レクチャー]
9:30-10:30
[フィールドワーク]
10:30-15:00

青葉山・八木山フットパスの会事務局 
TEL:070-5091-4896 
参加費:500円(小学生以下無料)
TEL,メール申込 
締切:11/11 

フィールドワーク
【募集中】

11/17(日) 植物園ガイドウォーク 東北大学植物園 

■川内キャンパス

10:00-12:00 東北大学植物園 
TEL:022-795-6760 
無料/定員:10名 
TEL,窓口申込 
11/3 より受付開始 

公開講座 
【募集中】 

11/20(水) 2019年度東北大学経
営セミナー in 秋田「生き
残りをかけた地域中小企業
の事業イノベーション」 

秋田ビューホテル 
５階 ぼたんの間
（秋田市中通 2-6-1） 

15:00-17:00 
14:30 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:40名/FAX
申込/締切:11/5 

コンサート
【発売中】

11/23(土・祝) 川内萩ホールフォーシ
ーズンズ・プログラム
2019-2020 vol.3「ザ・グレ
ン・ミラーオーケストラ
JAPAN TOUR 2019」

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 
(平日 10:00-17:00) 
S席:\6,900,A 席\5,900
学生席(大学生以下)\3,000 
萩友会プレミアム会員/S 席:\1,000引き  
※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扱い
※チケ得サービス

公開講座 
【募集中】 

11/26(火) たまきさんサロン サロン講座
COCOROYUTAKAワークショップ
すごい！自然のちから「発
酵食とライフスタイル」 

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

17:30-20:30 せんだい環境学習館たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/メール,はがき,FAX 申込
締切:11/15 

公開講座 
【申込不要】 

11/29(金) 第 170回サイエンスカフェ
「プラズマで飛行機の燃費
が向上する！？～イオン風
による気流制御技術～」 

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】 

11/30(土) サイエンスキャンパス体験型科学教室
ソニー・サイエンスプログラム
「光通信手作り実験」

サイエンスキャン
パスホール

■青葉山キャンパス

13:30-15:30 創造工学センター 
TEL:022-795-5047 
無料/対象:小学 5-中学 3年生
定員:28名/web申込/締切:11/17  

21

23

17

20 

22

19

16 

18

24
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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】 

12/6(金) 第 62回リベラルアーツサロン
「『源氏物語』はどう読ま
れてきたか―「古典」とは
何かを考える―」 

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 
【申込不要】 

12/8(日) 第 31回日本生命倫理学会年次大会 
市民公開企画Ⅰ「 生命倫理カーニバル」
市民公開企画Ⅱ「ヒト胚のゲノム編集
をめぐる市民との対話」 

文科系総合講義棟 

■川内キャンパス

[公開企画Ⅰ] 
14:20-15:30 
[公開企画Ⅱ] 
15:40-17:10 
[受付] 
13:50-16:00 

医学系研究科医療倫理学分野 
TEL:022-717-8197 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

12/13(金) 第 65回 IRIDeS金曜
フォーラム「シリーズ：近
年の災害を振り返る」

災害科学国際研究所
１階会議・セミナー室 
■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】 

12/14(土) たまきさんサロン サロン講座
「ただの紙ではない！手漉き和紙って？
～おりじなるなクリスマスカードを作ろう♪～」  

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

10:00-12:30 せんだい環境学習館たまきさんサロン 
TEL:022-214-1233 
無料/メール,はがき,FAX申込
締切:12/4 

公開講座 
【募集中】 

12/21(土) 第 16回東北大学男女
共同参画シンポジウム 「共
感の技術」 

さくらホール 

■片平キャンパス

10:00-13:00 総務企画部総務課 
TEL:022-217-4811 
無料/web申込(当日参加可)
締切:11/29/無料託児
所あり(事前事前申込) 

コンサート
【発売中】

12/31(火) 川内萩ホール「ジルベ
スター・ガラ・コンサー
ト」Supported by タカラレ
ーベン東北

百周年記念会館 
川内萩ホール 

■川内キャンパス

15:00開園 
14:00開場 
17:00 終演予定 

TBC事業部 
TEL:022-714-1022 
(平日 9:00-17:30) 
S席:\5,900,S席ベア:\11.000 
A席:\4,900,学生席(大学生以下):\3,000 
萩友会プレミアム会員/S 席:\1,000引き 
※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。
※チケ得対象。

コンサート
【優待発売中/
一般発売 11/8-】

3/13(金) 川内萩ホールコンサー
トセレクション「ミュンヘ
ン交響楽団 ベートーヴェ
ン生誕 250周年記念演奏
会」

百周年記念会館 
川内萩ホール 

■川内キャンパス

18:30開場 
19:00開演 

KHB事業部 
TEL:022-215-2545 
(平日 10:00-18:00) 
S席:\10,000,A席:\8,500 
学生席:\3,000 
萩友会プレミアム会員/S 席:\1,000引き  
※未就学児童入場不可
※学生席は KHB事業部へ電話申込。
※チケ得対象。

企画展 
【公開中】 

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 
■川内キャンパス

火曜休館 川内萩ホール 
TEL:022-795-3391 
無料 

 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、10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。

新たなスタンプカードの配布は終了しました。 

32

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！ 

28 

25

27

26

29 

30

31
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◆ 貴重書をモチーフとした絵葉書セット・一筆箋・クリアファイル

などがございます。

◆ 東北大学川内北キャンパス（地下鉄「川内駅」下車 徒歩 3分）

大学生協川内購買書籍店にてお求めください。

◆ 下記ウェブサイトからも注文できます（試験販売）。→QRコード

https://www.tohoku.u-coop.or.jp/app/shopping/goods/index.php?scid=14/

10



ｐ

東北大学関連 

イベント詳細情報

2019.10.30～ 

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。 

11
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対面授業
10月5日㊏14:00～　東北大学川内北キャンパス 参加費 3000円

定員40名(事前申込み・先着順)

㊏
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学
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教
養
シ
リ
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ズ

西　澤　潤　一と
東　北　大　学

東北大学総合学術博物館　東北大学史料館　共同展示

会期  : 令和元年 10月 7日（月）～ 11 月 1日（金）の平日（開館 9:30 ～ 16:00）
会場：宮城県庁 18階   県政広報展示室

入場無料
青葉区役所

仙台
市役所

市役所
北庁舎

勾当台
公園

定禅寺通

北一番町通

通
杉
上
宕
愛

通
町
番
二
東

駅
園
公
台
当
勾

宮城県庁
18階

昨年 10 月 21 日に亡くなった「ミスター半導体」、「光通信の父」と呼ばれた世界的半導体研究者
西澤潤一名誉教授（第 17代東北大学総長）の研究と東北大学とのかかわりについてご紹介します。

東北大学史料館所蔵

主催：東北大学総合学術博物館・東北大学史料館
共催：東北大学電気通信研究所・東北大学 マイクロ
システム融合研究開発センター（西澤潤一記念研究センター）
協力：西澤記念資料室・静岡大学  佐々木哲朗研究室（元半導
体研究所主任研究員）
問合せ：東北大学総合学術博物館
TEL/FAX:022-795-6767 〒980-8578仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

東北大学史料館所蔵 東北大学史料館所蔵

旧制二高北六番丁校舎

西澤潤一が作成した真空管

pin
ダイオード

ホウ素+ゲルマニウム添加シリコン結晶構造模型

旧半導体研究所１号館
（現 東北大学入試センター・西澤記念資料室）

GaAs レーザーダイオード pin フォトダイオード

光ファイバ

点接触
トランジスタ 電力用 SITSIT イメージセンサー

LED信号機試作品

12



学士会事業課（03-3292-5955/ 平日９:00 ～ 17:00）

学士会・東北大学・東北大学萩友会 共催学士会・東北大学・東北大学萩友会 共催

伊達政宗が生きた時代の
日本と世界

伊達政宗が生きた時代の
日本と世界

東 北 講 演 会

平川　新 氏
宮城学院女子大学学長／東北大学名誉教授

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 2019 年 11 2月 日 (土)

日　時日　時

会　場会　場

100 名定　員定　員

3,000 円　　（講演会のみ無料）会　費会　費

講　師講　師

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。
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人生会議してみませんか？人生会議してみませんか？
～もしもの時のため、あなたが望む医療や～もしもの時のため、あなたが望む医療や
ケケアについて考えてみませんか？～アについて考えてみませんか？～
宮下 光令 教授［医学系研究科］

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：せんだいメディアテ

10/25金10/25金 第169回
サイエンスカフェ

東
北
大
学
二
〇
一
九
年
度
後
期
プ
ロ
グ
ラ
ム

各回とも
18：00
19：45

▶

開場
17：30（　　　）

大西 直文 教授［工学研究科］

プラズマで飛行機の燃費が向上する！？
～イオン風による気流制御技術～
プラズマで飛行機の燃費が向上する！？
～イオン風による気流制御技術～
プラズマで飛行機の燃費が向上する！？
～イオン風による気流制御技術～

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：せんだいメディアテ

11/29金11/29金 第170回
サイエンスカフェ

岡田 彩 准教授［情報科学研究科］

思わず応援したくなるNPOとは？！
～社会貢献アクションを促す情報の見せ方～
思わず応援したくなるNPOとは？！
～社会貢献アクションを促す情報の見せ方～
思わず応援したくなるNPOとは？！
～社会貢献アクションを促す情報の見せ方～

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

3/183/18 第171回
サイエンスカフェ水水

※開催曜日にご注意ください。

熊谷 龍一 准教授［教育学研究科］

あまり知られていない
『テスト』のはなし
あまり知られていない
『テスト』のはなし
あまり知られていない
『テスト』のはなし

場所：東北大学百周年記念会館 川内萩ホール
2階会議室
場所：東北大学百周年記念

2/28金2/28金 第63回
リベラルアーツサロン

※開催場所にご注意ください。

佐藤 勢紀子 教授［高度教養教育・学生支援機構］

『源氏物語』はどう読まれてきたか
―「古典」とは何かを考える―
『源氏物語』はどう読まれてきたか
―「古典」とは何かを考える―
『源氏物語』はどう読まれてきたか
―「古典」とは何かを考える―

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：せんだいメディア

12/6金12/6金 第62回
リベラルアーツサロン

イタリア・ルネサンスのリベラルアーツ
――芸術・自由・人文主義
イタリア・ルネサンスのリベラルアーツ
芸術 自由――芸術・自由・人文主義人文主義

イタリア・ルネサンスのリベラルアーツ
――芸術・自由・人文主義

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

11/1金11/1金

鹿子生 浩輝 教授［法学研究科］

第61回
リベラルアーツサロン

ブラックホーブラックホールルととはは何何か？か？
當真 賢二 准教授［学際科学フロンティア研究所／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
2 /21金2 /21金 サイエンスカフェ・スペシャル

ぶらりがく in メディアテーク

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。
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参加費無料
事前申込不要

※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。

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！にて講演動画公開中！
宮城県内のケーブルテレビ
YouTube東北大学チャンネル

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

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

T
05

T
06

N
08

T
07・
N
10

T
04

東北大
正門前 N

11

至
仙
台
城
跡（
青
葉
城
跡
）

東北大学2019年度後期プログラム 各回とも
（開場17：30）
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。

11/1金11/1金 第61回

ルネサンスは、イタリアのフィレンツェから始まったと
考えられています。なぜその時期にそこで芸術や学問
が花開いたのでしょうか。この講義では、自由という
理念に着目しながら、その謎に迫りたいと思います。

会場

A 12/6金12/6金 第62回

『源氏物語』の評価はどの時代にも奇妙に分裂してい
ます。最高傑作と称賛する人々がいる一方で、強く批
判する人々もいます。『源氏物語』評価の歴史をふま
え、何がこの物語を「古典」に押し上げたのか、優
れた「古典」とはどういうものなのかを考えます。

会場

A 2/28金2/28金 第63回

教育場面ではほぼ毎日のようにどこかで実施されてい
る「テスト」。そこから算出される「得点」に対して、
数理的な品質保証をする理論があることはあまり知ら
れていません。本講演では、その理論についてお話
しします。

会場

B

イタリア・ルネサンスのリベラルアーツ
――芸術・自由・人文主義

鹿子生 浩輝教授
［法学研究科］

『源氏物語』はどう読まれてきたか
―「古典」とは何かを考える―

佐藤 勢紀子教授
［高度教養教育・学生支援機構］

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

B 東北大学百周年記念会館 川内萩ホール 2階会議室

地下鉄

〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内40　tel. 022-795-3391
●仙台駅より地下鉄東西線「八木山動物公園」行きに乗車、「T04 国際センター駅」
下車、「西1」出口より徒歩約5分（扇坂階段経由）。または「T03 川内駅」下車、
「南2」出口から徒歩約7分（川内北キャンパス内経由）。

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。

人生会議してみませんか？
～もしもの時のため、あなたが望む医療や
ケアについて考えてみませんか？～

宮下 光令教授
［医学系研究科］

プラズマで飛行機の燃費が向上する！？
～イオン風による気流制御技術～

大西 直文教授
［工学研究科］

岡田 彩准教授
［情報科学研究科］

2/21金2/21金
サイエンスカフェ・スペシャル

2019年4月10日、人類が初めて捉えたブラックホールの画像が公開されました。ブラックホー
ルとは何か？それはなぜ存在するのか？重力の不思議、天体と生命の関係などについて、ニュー
トンからアインシュタインまでの偉大な物理学者のひらめきを辿りつつ、一緒に考えてみましょう。

会場

A

水水10/25金10/25金 第169回

「人生会議」とは、もしもの時のため、あなたが望む医
療やケアについて前もって考え、家族等や医療者と話
し合い、共有する取組のことです。今日は、もしものた
めの話し合い「もしばなゲーム」というゲームを通して、
明るく楽しく、ちょっとだけ真面目に考えてみましょう。

会場

A 11/29金11/29金 第170回

プラズマとかイオンという言葉を、近年よく耳にしま
すが、なんだか怪しいと思っている人も多いのではな
いでしょうか？実はこれらが生み出す気流によって飛
行機や自動車の空気抵抗を減らすことができると考え
られています。新しい飛行機を想像してみませんか？

会場

A 水水3/183/18 第171回

社会的課題の解決を目指す非営利組織（NPO）は、
広告やSNSなどを通じて情報を発信し、寄付やボラン
ティアといった社会貢献のアクションを促そうとしていま
す。どのような情報を、どのような「見せ方」で提示
しているのでしょうか。社会学の視点から読み解きます。

会場

A

思わず応援したくなるNPOとは？！
～社会貢献アクションを促す情報の見せ方～

ブラックホールとは何か？

あまり知られていない
『テスト』のはなし
熊谷 龍一准教授
［教育学研究科］

※開催曜日に
ご注意ください。

※開催場所に
ご注意ください。

當真 賢二准教授［学際科学フロンティア研究所／理学研究科］

＊「ぶらりがく」とは、東北大学理学部・理学研究科が企画・運営している公開講座・キャンパスツアー等の名称です。

ぶらりがく in メディアテーク

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 E-mail  suisei@grp.tohoku.ac.jp

東北大学大学院農学研究科、（公財）翠生農学振興会
宮城県食品産業協議会

共　　　　催
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日
時

〈後援〉 宮城県、 仙台市、 財団法人かき研究所、 、 、、、 、

東北大学未来科学技術共同研究センター

令和元年

おいしさを健康的に食べる！
食を通じた健康長寿の設え
宮澤  陽夫

石川  伸一

料理と科学のおいしい出会い
～分子調理が食の常識を変える～

講演

事前申込不要・参加費無料

14:00～16:50（受付 13:30～）

場
所11月2日（土）

（東北大学未来科学技術共同研究センター  教授）

（宮城大学食産業学群　教授）
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今、さまざまなテクノロジーが食品の分野に登場し、
食物の機能性の新発見や新しい加工技術による食品
開発が進んでいます。本講演では、食品科学の専門
家が、「食」に秘められた可能性を最新科学の視点
からひも解きます。ぜひお気軽にご来場ください。

先着

食品メーカーの
こだわり商品
お土産付き

100名様
昨年の様⼦ 昨年の様⼦

第71回東北⼤学祭（11/2-4開催）
2019年9⽉26⽇ 10:30 | イベント , 学内⾏事・講習会・オープンキャンパス

１１⽉２⽇（⼟）から１１⽉４⽇（⽉・祝）までの３⽇間、川内北キャンパスを会場に第７１回東北⼤学祭が
開催されます。

今回のテーマである「舞わん現世(うつしよ)、⽣きん夢」の下、来場者のみなさまが⼤学祭という夢のような
ひと時を過ごし、⾮⽇常を楽しんでいただけるような企画を多数準備しております。

３⽇⽬の１１⽉４⽇（⽉・祝）には箕輪厚介⽒による講演会「これからの時代の働き⽅」や、anzen漫才やジ
ュウジマルによるお笑いライブなどを予定しております。

また、教員による模擬講義や、学⽣が⽇々の研究活動等について発表を⾏う学術教室、⼦供向け企画としてペ
ットボトルロケット教室なども実施します。みなさまお気軽にお越しください。

みなさまお気軽にお越しください

※駐⾞場はございませんので、公共交通機関をご利⽤ください。

開催⽇︓2019年11⽉2⽇（⼟）〜4⽇（⽉・祝）

場所︓川内北キャンパス等

詳細（第71回東北⼤学祭公式ウェブサイト）

問い合わせ先
教育・学⽣⽀援部 学⽣⽀援課 活動⽀援係
TEL︓022-795-3983
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第15回第15回

2019年11月3日（日）文化の日

会場：午前の部／東北大学植物園（午前９時～）
　　　午後の部／文学部第一講義室（午後１時30分～午後３時30分）

（東北大学川内南キャンパス。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください）

対象：市民・教職員・学生　　参加自由、聴講・投句無料
主催：東北大学大学院文学研究科・東北大学植物園
協力：東北大学総合学術博物館

「紅葉の賀」プログラム
東北大学植物園公開　9：00～16：00

◆ 俳句会
（9：00～13：00。投句自由・嘱目吟一句。
投句箱は植物園受付に設置。13：00 投句締切）

◆ オープニング・セレモニー　（10：00～10：15）
司会　　志　賀　紀　行（文学研究科事務長）

あいさつ　　牧　　　雅　之（東北大学植物園長）
森　本　浩　一（文学研究科長）

◆ 野点　（10：00～13：00）
茶道裏千家正教授　　小　野　宗　智

（杜の都伝統文化活性化実行委員会代表）

あわせて「みやぎの伝統文化親子おこと教室（越後屋恵美先生）」
のご協力により、琴演奏をお楽しみいただけます（10：20～
10：50を除く）。
曲目：「春の日」「飛躍」「鷹」「つち人形」「秋の日」

　午前・昼の部　9：00～13：00　東北大学植物園

◆ 弦楽四重奏　（10：20～10：50）
小　窪　彩　夏　　猪　島　早　智
樋　口　創　太　　井　出　彩　音（文学部学生）
　演奏曲目： フランク・チャーチル／いつか王子様が

木村弓／いつも何度でも
久石譲／世界の約束～人生のメリーゴーランド
岡野貞一／故郷
瀧廉太郎／荒城の月
Ｗ. Ａ. モーツァルト／ディヴェルティメント K. 136 第１楽章

◆ 植物園内ガイド付散策
（11：00～12：30　10：55 植物園前集合）

籠　橋　俊　光（文学研究科准教授）
米　倉　浩　司（東北大学植物園助教）

司会　　川　合　　　安（文学研究科教授）

◆ 公開講演会　（13：30～14：50）

・あいさつ 森　本　浩　一（文学研究科長）
・演題：「おかしな」世界への招待状

― 宮澤賢治「どんぐりと山猫」を読む
佐　藤　伸　宏（東北大学名誉教授）

◆ 俳句会 授賞式　（15：00～15：30）
選者講評
　柏　原　眠　雨（前 俳人協会宮城県支部長・東北大学名誉教授）

　午後の部　13：30～15：30　東北大学文学部第一講義室

第 12 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：2019 年 11 月 5 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「進歩する肝臓の手術と
肝移植」

講師：東北大学病院 総合外科

宮城 重人 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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登録方法：下記QRコードもしくは裏面FAX番号へお申し込みください。

現代社会の抱える諸問題を解決し、人類が融和的に共存できる心豊かな未来を創造す
るため、本学は全学的な取組みとして「社会にインパクトある研究」を推進しています。本シ
ンポジウムは「科学と社会の対話」をコンセプトに、「エネルギーの新たな価値観」や「プラス
チックスマート」のあり方を研究者のみならず、行政・事業者・市民・学生等様々な立場
の方 と々ともに考え、未来像を共有する２日間としたいと考えます。

※「サイエンスアゴラ」とは・・・
サイエンスアゴラは、科学技術振興機構（JST）が主催する
科学と社会をつなぐ日本最大級のオープンフォーラムです。
あらゆる人々が対話・協働し、それを政策形成や知識創造
へ結びつける共創のプラットフォーム構築を推進しています。
2017年度より、ビジョンやテーマを共有する機関とともに共
創活動の振興を図る連携企画を実施しています。
http://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/

現代社会の抱える諸問題を解決し 人類が融和的に共存できる心豊かな未来を創造す ※ サイエンスアゴラ」とは現代社会の抱える諸問題を解決し 人類が融和的に共存できる心豊かな未来を創造す ※「サイエンスアゴラ」とは・・・

東北から「持続可能で心豊かな社会」を創造する

令和元年
東北大学 片平さくらホール
〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1
（地下鉄東西線青葉通一番町駅より徒歩約10分）

登録締切：
令和元年10月31日（木）

開催日

※定員になり次第締め切ります。

定　　員：

参加費：無料　 懇親会：2,000円

800名

NPO法人国際環境経済研究所 理事・主席研究員　竹内 純子 氏

東北大学 理事・副学長（社会連携・震災復興推進担当）　原 　信義

東京大学大学院総合文化研究科 広域システム科学系 客員教授／
東京大学先端科学技術研究センター社会連携部門シニアプログラムアドバイザー　小林 　光 氏

基調講演「2050年のエネルギー産業：日本のエネルギーの大転換」

新たなエネルギー価値観が拓く持続可能社会

新たなエネルギー価値観創造に向けた科学と社会の対話

基調講演「エネルギー関連技術への期待：環境行政の経験から」

科学と社会の対話

プラスチックスマート：プラスチック問題から見るSDGs
東北大学 プラスチックスマート戦略のための超域学際研究拠点キックオフ

主催者挨拶

国立研究開発法人科学技術振興機構 理事　佐伯 浩治共催者挨拶

JST・東北大学共催：JST地域産学官社会連携分科会ワークショップ

❶国や自治体の取組

❷国研・産業界の取組

仙台国際センター 大ホール／桜1
〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山
（地下鉄東西線国際センター駅より徒歩約1分）

令和元年11月6日（水）

サイエンスアゴラ in 仙台2019＆
東北大学SDGsシンポジウム

主催：東北大学　共催：国立研究開発法人科学技術振興機構

9:40―10:35

13:05―14:00

11月5日（火） 開催日

会　場 会　場

東北大学大学院環境科学研究科　環境研究推進センター
http://www.kankyo.tohoku.ac.jp/news/event/e20191105-6.html　　E-mail : erpc@grp.tohoku.ac.jp

東北大学社会にインパクトある研究　http://impact.bureau.tohoku.ac.jp/

東北大学エネルギー価値学創生研究推進拠点　http://www.ifs.tohoku.ac.jp/jpn/ene-kachi/

東北大学プラスチックスマート戦略のための超域学際研究拠点

参加申込

セッション1 ｜ 11月5日（火）13：00

セッション2 ｜ 11月6日（水） 9：30

セッション3 ｜ 11月6日（水）15：00

WEB登録はこちらから

東北大学「社会にインパクトある研究」ポスターセッション
～東北大 SDGsチャレンジ～（会場：桜１）

11月6日
同時開催

文部科学省
10:45―11:00

環境省
11:15―11:30

経済産業省
11:00―11:15

副知事

遠藤 信哉 氏
宮城県

11:30―11:40

副市長

小山 　修 氏
東松島市

11:50―12:00

市長

若生 裕俊 氏
富谷市

11:40―11:50

まちづくり政策局
防災環境都市・震災復興室
エネルギー政策担当課長
中道 由児 氏

仙台市
13:00―13:15

総務部
地方創生・総合戦略統括監

小田野 直光 氏
仙北市

13:15―13:30

産業振興部水産課
水産振興係長

山川 貴重 氏
志摩市

13:30―13:45

福島再生可能エネルギー研究所
所長

中岩　勝 氏

研究開発局
環境エネルギー課長

横地 　洋 氏

資源エネルギー政策
統括調整官

覚道 崇文 氏

地球環境局地球温暖化対策課
地球温暖化対策事業企画官

加藤 　聖 氏

産総研
13:45―14:00

設計本部設備計画部
部長

豊原 範之 氏
大成建設株式会社

14:00―14:15

さまざまな防災の催しが一度に見られる
防災３イベント同時開催！

スケジュール表　詳細は各イベントのホームページをご覧いただくか、各運営事務局にお問い合わせください。

世界防災フォーラム 仙台防災未来フォーラム 震災対策技術展

11
 9

13：20～ 17：30
一般公開
前日祭
■会場／川内萩ホール

11
 10

9：00～ 19：30
一般公開プログラムあり

・オープニング
・セッション ・展示 等

10：00～ 17：00
・発表 ・展示
・ワークショップ
・ステージショー 等

10：00～ 17：00
・展示
・セミナー

11
 11

8：00～ 19：00　 要登録※

・セッション ・展示 等
10：00～ 17：00
・展示　・セミナー

11
 12

8：00～ 18：00　 要登録※

・セッション ・展示 等

※世界防災フォーラムへの登録は有料（高校生以下無料）です。

土

日

月

火

仙台国際センターなどを会場に、防災に関するイベン
トが開催されます。スイスで隔年開催の「防災ダボス会
議」と連携し、今回2回目の開催となる国際会議「世界
防災フォーラム」。震災の経験や教訓を未来の防災につ
なぐため、防災を学び、日頃の活動を発信できるイベン
ト「仙台防災未来フォーラム」。企業等による防災技術・

製品の展示などを行う「震災対策技術展」。
特に 11/10（日）は、3つのイベントが同日開催さ

れます。防災に関する世界レベルの知見を得ることも、
体験型プログラムで気軽に防災を学ぶことも、最新の
技術に触れることもできる、盛りだくさんなイベント
です。皆さまのご来場をお待ちしています！

仙　台

2
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・見つめないでください/ G.マショー
・さくらんぼの実る頃/ A.ルナール

・バラと柳/ C.グアスタビーノ
・津軽のふるさと

・荒城の月
など

かたひらロビー
ミニコンサート
2019/11/14(木)
12:10～12:50

お問合せ：東北大学 総務企画部 社会連携課 社会連携推進係
Tel：022-217-5132

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

◆鈴木美紀子（ソプラノ）
仙台生まれ。宮城学院女子大学音楽科卒業後渡欧。ベルギー王立リエージュ音楽院修
了と共にプルミエ・プリ（最優秀賞）を受賞。在学中よりヨーロッパ各地、アメリカ
などで数々の音楽祭、レコーディングに参加し高く評価される。帰国後はフランスバ
ロック音楽、中世・ルネサンスアンサンブル、16-18世紀イギリス、ドイツ歌曲やオ
ラトリオのソリストとして演奏活動を行い、NHKFM名曲リサイタル、同BSクラシッ
ク倶楽部出演、バッハ・コレギウム・ジャパンの海外・国内公演に参加、バロックオ
ペラの分野でもその魅力を発揮し活動の場を広げている。初めてのソロCD「美しい
フランスの歌」（リュート：つのだたかし）を発表。「この世の雑念を忘れさせる」
（金澤正剛氏・朝日新聞）「優れた工房のクリスタル細工に通じる優美と繊細、透明
な美しさを感じる」（美山良夫氏・レコード芸術）と絶賛を得る。声楽を鈴木優子、
遠藤恭子、G.ド・レーグル、G.ド・メイ、バロック唱法を故大橋敏成、フランスバ
ロック歌唱法をジル・フェルドマンの各氏に師事。

◆佐藤正隆（ギター）
1973年生まれ。3歳の頃より父と母の手ほどきを受けてギターを始める。2000年、
日本を代表するギターリスト福田進一の勧めによりキューバで開催されたハバナ国際
ギターフェスティバルに参加。2001年、東京で行われた第32回クラシカルギターコ
ンクール第三位（二位なし）入賞。2003年、2005年には仙台市シルバーセンター交
流ホールにてソロリサイタルを開催。満員の聴衆を前に現代曲を中心としたプログラ
ムで魅了した。2005年、2008年と山形県で行われた庄内国際ギターフェスティバル
に受講生としてオーディションにて選ばれる。最後の巨匠といわれるオスカーギリア
のマスタークラスを受講。2006年、ドイツのニュルチンゲン国際ギターフェスティ
バルに参加。2013年、国際交流基金主催の「日本~チリ、はるかな友に心寄せて」プ
ロジェクトにおいて音楽を担当し、南米チリのサンチャゴなど2都市で公演。自ら教
室を主宰する傍ら、宮城学院女子大学、常盤木学園、東北文化生活大学高等学校のギ
ター部講師。

・見つめないでください / G. マショー
・さくらんぼの実る頃 / A. ルナール
・バラと柳 / C. グアスタビーノ
・津軽のふるさと
・荒城の月
など

日　時：　２０１９年１１月１６日（土）　　１３：００　～　１６：００
会　場：　東北大学サイエンスキャンパスホール

仙台市青葉区荒巻字青葉６－６－０４（東北大学青葉山キャンパス内管理棟１階）
募　集：　小学４年生～６年生　２４名
参加費：　無料 ( 傷害保険は大学で加入済み）
持ち物：　筆記用具、飲み物
アクセス：　地下鉄東西線「青葉山駅」徒歩１０分
申込み：　１０月１６日（水）～１１月４日（月）

https://science-community.jp/
問い合わせ：　電話   022(795)5047

mail　tsc@grp.tohoku.ac.jp
備　考：　定員を超えた場合は抽選になります。
※東北大学サイエンスキャンパスは東北大学工学研究科・工学部サイエンスキャンパスの略称です。

東北大学サイエンスキャンパス体験型科学教室

「光センサー・よけロボ」は、光センサーで障害物を見つけてよけながら走るロボットです。電子部
品の働きを学びながら      　、マイコンを組み込んだ「光センサー・よけロボ」の組立てに挑戦しましょう！

　　　 後援：宮城県教育委員会　仙台市教育委員会
協力：特定非営利活動法人 natural science

主催：東北大学工学研究科・工学部 創造工学センター
東北大学工学研究科・工学部 工学教育院

協力： ＴＤＫ株式会社
ＴＤＫ歴史みらい館

協力： ＴＤＫ株式会社
ＴＤＫ歴史みらい館

東北大学サイエンスキャンパスホール
（TSCホール）

工学部中央

地下鉄東西線
青葉山駅 南１

地下鉄東西線
青葉山駅 北１
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★味噌玉トリュフを作ろう★

大阪府大阪市出身　鹿児島県甑島在住。

2007 年、激務で体調を崩したことを

きっかけに、自分のからだとじっくり

向き合い「食」の大切さを痛感。マク

ロビオティックを中心とした自然食に

ついて学ぶ。中でも発酵食のすばらしさを実感し、多くの方に知っ

てもらいたいとの思いから、東京都内で発酵料理教室を企画運営。

2013 年、東シナ海に浮かぶ鹿児島県の小さな離島、甑島に移住。農・

海産物を用いた特産品開発の業務に従事。2016 年に発酵食 lab を立

ち上げ独立。　「発酵」をキーワードにした料理教室を再開し、

2017 年、甑島で手作りした味噌の製造販売を開始。

COCOROYUTAKA ワークショップ
すごい！自然のちから

　微生物が作り出す発酵食。自然界のちから。身体に優しい発酵食は

保存食としても大活躍。昔から大切に作られてきた暮らしの知恵でも

あります。今回は発酵食について学び、心豊かなライフスタイルを考

えます。疲れた時も簡単にほっこりやさしいお味噌汁が頂ける！！

楽しく簡単にできるかわいい味噌玉トリュフを作りましょう。

発酵食 lab 代表 塩田亜耶子氏

　「発酵食とライフスタイル」

① 講演：「発酵食と健康」塩田亜耶子氏

② トークセッション「発酵食とライフスタイル」

★発酵食 lab 代表 塩田亜耶子氏×★東京都市大学 教授　古川柳蔵氏

ファシリテーター：三橋正枝（東北大学大学院環境科学研究科）③ ワークショップ　味噌玉作り

東京都市大学 教授 古川柳蔵氏
1972 年、東京都生まれ。博士（学術）。

東京都市大学環境学部環境マネジメント

学科教授。専門は環境イノベーション。

東京大学大学院工学系研究科修了後、民

間シンクタンクを経て、2005 年に東京

大学大学院にて博士号取得。2005 年か

ら 2018 年まで東北大学大学院環境科学研究科准教授で環境制約下

におけるライフスタイルイノベーションの研究を行い、また主に社

会人修士を対象とした SEMSaT コースで環境ビジネスを教える。

2018 年 4月から現職。環境イノベーションプロセス研究、ライフス

タイル・デザイン、ソリューション創出手法等の研究を行っている。

主催：東北大学大学院環境科学研究科 環境研究推進センター 

定員 50名
申込締切　11月 15日 ( 金 )★申込み・問い合わせ先★

メールまたはハガキ、FAXに必要事項を記入してお申し込みください。 

2019 年 11 月 26 日 ( 火 )
★開催日程・場所★

せんだい環境学習館たまきさんサロン

★講師プロフィール★

①講座名

②参加者氏名・年齢

③住所

④電話番号

<<必要事項 >>  申込先は「せんだい環境学習館たまきさんサロン」

〒980-0845　仙台市青葉区荒巻字青葉 468-1　東北大学青葉山新キャンパス内　　

　　　東北大学大学院環境科学研究科本館 (J22)１階

Tel：022-214-1233 ／ fax：022-393-5038 ／ mail：tamaki3salon@city.sendai.jp

※抽選後、当選者にのみご連絡いたします。

※メールでお申し込みの方は、tamaki3salon@city.sendai.jp からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。

★プログラム★

17:30 ～ 20:30

参加費無料 !!

( 東北大学青葉山新キャンパス内 )

主催：東北大学工学研究科・工学部 創造工学センター
東北大学工学研究科・工学部 工学教育院

日　時：　２０１９年１１月３０日（土）　１３：３０　～　１５：３０
会　場：　東北大学工学研究科・工学部サイエンスキャンパスホール

仙台市青葉区荒巻字青葉６－６－０４
募　集：　小学５年生～中学３年生　２８名
参加費：　無料 ( 傷害保険は大学で加入済み）
持ち物：　筆記用具、飲み物
アクセス：　地下鉄東西線「青葉山駅」徒歩１０分
申込み：　１０月３０日（水）～１１月１７日（日）

https://science-community.jp/
問い合わせ：　電話 022(795）5047

mail tsc@grp.tohoku.ac.jp
備　考：　定員を超えた場合は抽選になります。
※東北大学サイエンスキャンパスは東北大学工学研究科・工学部サイエンスキャンパスの略称です。

　　 後援：宮城県教育委員会　仙台市教育委員会
協力：特定非営利活動法人 natural science

東北大学サイエンスキャンパス体験型科学教室

光通信手作り実験
協力：ソニー株式会社

音の強弱を電気信号に変え、さらに信号を光の信号に変換して送信する送信機と、受信した
光の信号を電気信号の強弱に変換しスピーカーを鳴らす受信機のセットを製作します。自分で作った
基板に半田ごてで電子部品を装着する本格的な電子工作に取り組みます。送信機と受信機の位置
関係を変えたり間に障害物を置いたりしたときの信号の伝わり方、さらにLED を赤外 LED に
替えたり、レーザー LED に替えたりしたときの信号の伝わり方を確かめてみましょう。
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Munich Symphony Orchestra

全席指定

楽聖生誕250周年の幕開けに
ドイツ名門交響楽団が来日！

「コリオラン」序曲／ピアノ協奏曲第５番「皇帝」／交響曲第3番「英雄」

◇ KHBチケット ◇ ローチケ（Lコード○○○）
◇ チケットぴあ（Pコード○○○） ◇ イープラス
◇ 藤崎 ◇ 仙台三越

S席 ¥10,000／A席 ¥8,500／学生席 ¥3,000
萩友会プレミアム会員優待価格 S席¥9,000 （税込）
11月8日（金）10:00から一般発売開始！

チケット
お取り扱い

ミュンヘン交響楽団

2020年3月13日 18:30開場
19:00開演

仙台市地下鉄東西線
「国際センター」駅から徒歩5分

東北大学百周年記念会館

川内萩ホール

モナ・飛鳥
ピアノ

ジュリアン・ラクリン
指揮

金

オール・ベートーヴェン・プログラム

©Marie Staggat

©K.Miurav

［主催］東北大学・東日本放送　［お問い合わせ］KHB事業部 022-215-2545（平日10:00～1８:00）

ベートーヴェン生誕250周年
記念演奏会

※学生席はKHB事業部への電話申込のみ扱い。当日窓口で代金と引換にチケットをお渡しします。（チケット1枚ごと
に学生証をご提示ください） ※萩友会優待チケットは萩友会事務局のみ取り扱い【 申込締切：3月6日(金)12時 】
※未就学児の入場はお断りします。
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Datefm
SUNDAY MORNING WAVE 8:25-8:55

UPDATES!

Datefm
(9:00-9:30)

(21:30 22:00)

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

   好 評
発売中！

売上の７％が東北大学基金に寄附されます

●商品概要
オリジナルレトルトカレー
「川内第２食堂普通カレー」

販売元 ： 東北大学生協
発　売 ： 2018年9月20日
内容量 ： 200グラム
価　格 ： 1箱378円（税込み）

https://www.tohoku.u-coop.or.jp/shopping/goods/

普通カレー
川内第２食堂

～人はそれを貧食カレーと呼んだ！～

1967年の開店以来、東北大学生の胃袋と懐を支え、惜しまれつつも2008年に
四十余年の歴史に幕を下ろした川内第２食堂（教養部第２食堂）。
「貧食」の愛称で親しまれた食堂の定番メニュー「普通カレー」を当時を知る
卒業生と元店長監修のもと復刻しました。

【製品に関するお問い合わせ】    
   東北大学生協さくらショップ
 電     話：022-264-0706
E-mail：hsb*tohoku.u-coop.or.jp
 （*を＠に置き換えてください）

★ 通信販売でお求めいただけます
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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
・魯迅記念展⽰室

⽉・⽕・⽊曜⽇の
10:30-16:00
12-13時を除く

祝⽇、6/22、
夏季休業⽇、
年末年始

東北⼤学史料館魯迅記念展⽰室
022-217-6033
※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(2F展⽰室は
2020年4⽉まで閉室)

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】川内萩ホール、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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