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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 

【表紙にちなんで】1月 22日は「カレーの日」。1982年に学校給食 35周年
を記念して、全国の小中学校で一斉にカレー給食を出したことが由来とか。 

2



 

 

 

 

■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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―

怒
髪
︑
天
を
衝
く…

―
 なんといっても気になるのは、「怒
髪天」というネーミングだろう。「怒
髪天を衝く」という中国の故事成語
からきている⾔葉だが、この字⾯や
パッケージから察せられるように、
とてもとても“⾟〜い”カレーなのだ。
数々のカレーメニューを開発してき
た東北⼤学⽣協をして、「史上最も⾟
い」と⾔わしめる、⾟さレベル MAX
の “6” を誇る。
 『怒髪天カレー』が開発されたのは
1990 年代。旧７帝⼤が競い合う七⼤
戦（全国七⼤学総合体育⼤会）とい
う体育⼤会を前に、応援団員から「気
合の⼊るカレーを」という依頼を受
けて開発された。

「貧⾷」といえば、特に部活に汗を流
す男⼦学⽣御⽤達の⾷堂だった。⼀
⽇三⾷⼤盛りカレーなんていう猛者
もいた。まさに学⽣の胃袋、ひいて
は⽣活そのものを⽀える存在だった

「貧⾷」。『怒髪天カレー』はそんな貧

特集：東北⼤学寄附付きオリジナルグッズ
昨年末、発売開始された話題のカレーがある。その
名も『怒髪天カレー』。ご存知の⽅もいらっしゃるか
もしれないが、2018 年に発売された、“貧⾷（貧⺠
⾷堂の略）” こと旧川内第２⾷堂で提供されていた『普
通カレー』に続く復刻カレー第⼆弾だ。ここには東
北⼤学が “社会ととも” に成し遂げたい新たな取組
みも隠されている。そんな 2 品を紹介したい。

⾷店⻑の学⽣を思う温かい気持ちと、
応援団員の選⼿を応援する熱い気持
ちが⽣み出した逸品と⾔えるだろう。
 またもう⼀つ注⽬してほしいのは、
前回の『普通カレー』に引き続き、
このカレーの売上の⼀部は「東北⼤
学基⾦」を通して東北⼤学に寄附さ
れる仕組みになっているところ。カ
レーを⾷べることで、東北⼤学の学
⽣たちの課外活動や留学、奨学⾦な
どの応援ができるのだ。
 これを読んでいる⽅の中には、卒
業⽣や東北⼤学の関係者など、本学
に所縁の深い⽅々も多いかもしれな
い。『怒髪天カレー』を知っている⽅
も知らない⽅も、ぜひ⼀度試しに⾷
べてみてほしい。噴き出す汗に⾃ら
の⻘春時代を思い出しつつ、これか
らの学⽣の未来を応援できることに
⾊んな “温かみ” を感じられること
だろう。ちなみに、すごくおいしい。

Itʼ s NEW!!

( 左 ) 川内第 2 ⾷堂怒髪天カレー
( 下 )   〃   普通カレー
[ いずれも ]
販売価格：378 円 ( 税込 )
内容量：200ｇ
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東北⼤学寄附付きオリジナルグッズ

Tohoku University × thermo mug 
スマートエコボトル

 ではもう⼀つ。東北⼤学は全国の
⼤学に先駆けて、2019 年 3 ⽉に「プ
ラスチック・スマート」の推進を宣
⾔している。“プラスチック・スマート”
とは、不必要なワンウェイ ( 使い捨て )
のプラスチックの排出抑制や分別回
収の徹底など、「プラスチックとの賢
い付き合い⽅」を全国的に促進する
ための国の取組のこと。
 プラスチック・スマート推進宣⾔
に伴い、東北⼤学では「マイバッグ・
マイボトルの持参推進」「諸会議にお
けるペットボトル飲料の⾃粛」「プラ
スチックの分別回収の徹底」「東北⼤
学初のプラスチック・スマート研究」
の取組みを進めている。

 その取組みの⼀つとして誕⽣した
の が「Tohoku University × thermo 
mug スマートエコボトル」。
 第⼀弾の “⽩” ボトルは昨年 9 ⽉に
発売されいち早く完売。その後、第
⼆弾として “ネイビー” と “ブラック”
の 2 ⾊が販売された。（現在⽋品中。
1 ⽉末から 2 ⽉頭に⼊荷予定。）
 こちらも売り上げの⼀部は東北⼤
学への寄附となる。細⾝で使いやす
く、研究推進にもつながるまさに “ス
マートな” エコボトル。

ぜひ⼀度⼿に取って、東北⼤学の
サステナブルな社会への取組みの⼀
端を感じてみてほしい。

販売価格：2,800 円（税込）
容量：300ml

お求めは、、、
東北⼤学⽣協購買各店および同 WEB ショップ
 [ お問合せ ] 東北⼤学⽣協 さくらショップ TEL:022-264-0706

東北⼤学基⾦について
 [ お問合せ ] 東北⼤学基⾦事務局 TEL:022-217-5058

【WEB ショップ】 【東北⼤学基⾦】

詳しくは、17 ⾴のチラシもご覧ください。



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 

フォトコンテスト
【募集中】

12/13(金)-
2/29(土) 

東北大学 113周年フォ
トコンテスト(秋-冬)

総務企画部広報室 
フォトコンテスト係
photo_contest@grp.tohoku.ac.jp

公開講座 
【募集中】 

2/1(土) 市民公開講座 臨床宗教
師とは？「スピリチュアル
ケアの最先端」

アエル 21階 TKP
ガーデンシティ仙
台 ホール 21A+B

13:00-16:00 
12:15開場 

東北大学病院臨床研究部門
緩和医療科研究室 
無料/定員:200名
/web申込 

公開講座 
【申込不要】 

2/1(土) 東北アジア研究センター
公開講演会「生態系・生物
多様性を利用した持続可能
な社会」 

百周年記念会館 
川内萩ホール会議室 

■川内キャンパス

14:30-16:00 
14:00開場 

東北アジア研究センター事務室 
TEL:022-795-6009 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

2/12(水) 災害科学国際研究所 
第 12 回 東北大学災害科学
研究拠点セミナー兼 第 25
回「災害と健康」学際研究
推進セミナー 

医学部６号館１階
（カンファレンス室１）

■星陵キャンパス

18:00-19:30 災害と健康プロジェクトユニット
事務担当髙橋・初貝 
TEL:022-728-2372 
無料 

公開講座 
【募集中】 

2/15(土) サイエンスキャンパス 
第 21回体験型科学教室
「Myヘリコプターをつくろう！」  

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

13:30-15:30 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:2/2 

公開講座 
【募集中】 

2/16(日) たまきさんサロン サロン講座
「耳の記憶/音の記録：音か
らたどる海辺の暮らし」 

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/定員:42名 
（小学生以下は保護者同伴）
※抽選/メール,はがき,
FAX申込/締切:2/5

公開講座 
【申込不要】 

2/19(水) 第 19回（令和元年度）
情報科学研究科 学術懇話会 

情報科学研究科棟
2階大講義室 

■青葉山キャンパス

14:30-17:00 情報科学研究科教務係 
TEL:022-795-5814 
無料 

公開講座 
【募集中】 

2/19(水) FM DTS融合セミナー
「企業におけるイノベーシ
ョン推進の実際」 

星陵会館 2F 
大会議室 
■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 
無料/web,メール申込 

公開講座 
【申込不要】 

2/21(金) 第 66回 IRIDeS金曜
フォーラム「『復旧・復興
制度の勉強会』成果報告会」

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 

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

2020.1.31 ～ 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 

公開講座 
【申込不要】 

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「ブラックホ
ールとは何か？」 

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】 

2/22(土) 震災子ども支援室"Ｓ-チル
"第 11 回シンポジウム「"東日本
大震災後の子どもたちへの
支援" ～心理士からみた震災～」 

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

13:00-16:00 震災子ども支援室"Ｓ-チル" 
TEL:022-795-3263 
無料/定員:100名
TEL,FAX,メール申込 

公開講座 
【申込不要】 

2/22(土) たまきさんサロンサロン講座
「自然環境調査員カトさん
の活動実録～準絶滅危惧種”
オオタカ”と”ハイタカ”の調査～」

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/定員:30 名(14歳
以上の方)※抽選/メール,
はがき,FAX申込/締切:2/18 

公開講座 
【申込不要】 

2/28(金) 第 63回リベラルアーツサロン
「あまり知られていない
『テスト』のはなし」 

百周年記念会館 
川内萩ホール 2階
会議室 
■川内キャンパス

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/ 
フィールドワーク
【募集中】

3/1(日) 青葉山・八木山フット
パス シンポジウム「歩行論
のフロンティア 2 絵図から
始まるまちづくり」 

文科系総合講義棟
第 2講義室 

■川内キャンパス

[シンポジウム]
10:00-12:20
[フィールドワーク]
13:00-16:00

青葉山・八木山フットパスの会 
TEL:070-5091-4896 
[シンポジウム]無料/申込不要
[フィールドワーク]500 円
TEL,メール申込締切:2/25

公開講座 
【募集中】 

3/1(日) 東北大学基金遺贈寄附
サポートセンター「第 5回
相続・遺言セミナーin 大阪」 

ホテルグランヴィア大阪
20F「名庭（なにわ）C」
（大阪府大阪市北区
梅田 3丁目 1番 1号）

[セミナー]
10:30-12:00
[個別相談会]
12:20-13:20

東北大学基金遺贈寄附
サポートセンター
無料/先着 60名
web,FAX,メール申込

イベント
【募集中】

3/1(日) 東北大学 113周年 / 
関西萩友会 13周年記念「萩
友会 関西交流会」 

ホテルグランヴィア大阪 
（大阪府大阪市北区
梅田 3丁目 1番 1号）

13:00開場 
[講演会]13:30- 
[懇親会]16:00- 

萩友会事務局 
TEL:022-217-5059 
講演会無料/懇親会:\7,000
(プレミアム会員:\6,000)
対象:卒業生,在校生,卒業生
および在校生のご家族,
現旧の教職員,一般(高校生可)
web,FAX申込/締切:2/12 

コンサート
【発売中】

3/1(日) 川内萩ホールフォーシ
ーズンズ・プログラム
2019-2020 vol.4「池辺晋
一郎＆ストリング・アンサ
ンブル IKEBE～クラシック
名曲アワー～」

百周年記念会館 
川内萩ホール 

■川内キャンパス

14:30開場 
15:00開演 

TBC事業部 
TEL:022-714-1022 
(平日 9:00-17:30) 
S席:\5,500 
萩友会プレミアム会員 S席:\4,500  
A席:\4,500 
学生席:\3,000 
※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。 
※チケ得対象。

11 
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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】 

3/7(土) たまきさんサロン サロン講座
「エコな乗り物！自転車に
乗ってみよう！」 

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

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/対象:小学生以上の子どもと
保護者 15組※抽選/メール,
はがき,FAX申込/締切:2/26 

その他 
【募集中】 

3/11(水)-
13(金) 

機械・知能系 研究室
公開 2020 

※チラシなし

[3/11,12]
工学部機械・知能系
（青葉山・川内キャンパス） 
[3/13] 
工学部機械・知能系
(片平キャンパス) 

10:00-16:00 
※詳細は
HP参照

機械系広報推進室 
無料/web申込 
締切:3/3 

コンサート
【発売中】

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, 
萩友会プレミアム会員 S席:\9,000  
A席:\8,500 
学生席:\3,000 
※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。

コンサート
【発売中】

3/15(日) 川内萩ホール Classical Wave 
「渡辺美里with仙台フィル
メンバーズ プレミアムコ
ンサート」

百周年記念会館 
川内萩ホール 

■川内キャンパス

16:00開場 
17:00開演 

エフエム仙台サウンズ
TEL:022-265-7716
(平日 10:00-17:00)
一般席:￥5,000
萩友会プレミアム会員 S席:\3,800
学生席:￥2,500
※チケ得対象。

公開講座 
【申込不要】 

3/18(水) 第 171回サイエンスカフェ  
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～ 

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】 

3/29(日) 東北大学工学部 in 東
京 2020 

一橋講堂 
（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2  
学術総合センター2階ホール）  

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 

公開講座 
【申込不要】 

3/31(火) 第 14回肝臓病教室
「肝臓病では筋肉の維持が大切です
～誰でも簡単にできるサルコペニア
（筋肉量減少）の対策 ～」 

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 

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、1 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。

新たなスタンプカードの配布は終了しました。 

26

21

22 

19

20

23 

24

25 

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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ｐ

東北大学関連 

イベント詳細情報

2020.1.31～ 

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

LINEUP

1.22 3.10

1.15 3.17

1.15 3.3

『源氏物語』の世界 -その男と女の文化史 -

東北大学113周年

フォトコンテスト(秋-冬)
 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：2019.12.13 - 2020.2.29

【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・大学行事など
カテゴリC：宮城のノスタルジックな風景／異文化の交差
※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。

■ご応募の際は以下の項目をご記入の上、フォトコンテスト係へ送信してください。
　件名：[東北大学 フォトコンテスト]
　本文：１ 氏名（必須）、２ ニックネーム、３ 連絡先Eメールアドレス（必須） ４ 撮影場所（必須）、５ 作品タイトル、６ 写真の説明、７ 応募カテゴリ
　　　  ８（教職員のみ）業務上撮影した作品を応募される場合、その旨を明記してください。）
■応募先・問合せ先
東北大学総務企画部広報室　フォトコンテスト係

　Email: photo_contest@grp.tohoku.ac.jp

持続可能な社会

生
態
系・

生物
多様性を利用

し
た

東北大学東北アジア研究センター公開講演会

2020 年

14：30～16：00

会場：東北大学百周年記念会館
川内萩ホール会議室

（14：00開場）土2/1 入場無料・ 参加申込不要

（仙台市青葉区川内40）

地下鉄：ルート❶ 仙台市営地下鉄東西線「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）／ルート❷「川内駅」下車。南2出口より徒歩約7分。
タクシー：仙台駅より約10分。

会場案内

20

講師：中静 透 氏
（総合地球環境学研究所　特任教授）

物多様性の問題というと、絶滅危惧種や侵略的外来種の問題だと考えられることが多いが、生物多様性や生態系がもたらす
生態系サービスを考えると、実は人間の生活に密着した問題である。生態系サービスのかなりの部分は、無償で得られるも
のと考えられても来たが、生態系・生物多様性の劣化によってさまざまな社会的コストが発生している。近年は生態系サー
ビスのタダ乗りを防いでその管理に必要な様々なコストを受益者が負担し、持続的に生態系サービスを利用しようとする仕
組みがいくつか提案されている。それは、私たちの日常生活や企業活動、さらには金融も巻き込んだ動きになっており、単

に生態系や生物多様性を保護する、というだけの問題ではなくなっている。この講演では、こうした最近の動向について紹介したい。

物多様性物多物物
生生態生態系サ生生生
のののとのと考えのの
ビビスビスのタビ
組組組みみがい組組

に生態系に生態に生態系に生態系や態系系やや生系や 物

生

1956 年生まれ。千葉大学理学部卒、同大大学院
理学系研究科修士課程修了。大阪市立大学大学
院理学系研究科後期博士課程単位修得退学、理
学博士。農林水産省林野庁、森林総合研究所、
農林水産省熱帯農業研究センター等で勤務後、
京都大学生態学研究センター教授、東北大学大
学院生命科学研究科教授を経て、現在総合地球
環境学研究所プログラムディレクター・特任教
授。専門は植物生態学、森林生態学。著書に『森
のスケッチ』、『森林の変化と人類』（共編著）、『生
物多様性は震災復興にどんな役割を果たしたか
東日本大震災からのクリーン復興』（共編著）
など。日本林学会賞、みどりの学術賞（内閣府）、
日本生態学会賞など受賞。

������（なかしずか とおる）

主催：東北大学東北アジア研究センター
◎問い合わせ：東北大学東北アジア研究センター事務室

☎ 022-795-6009 asiajimu@grp.tohoku.ac.jp
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【お問い合わせ先】
東北大学災害科学国際研究所 

TEL：022-728-2372
メールアドレス：dhu_jimu@irides-dpsy.med.tohoku.ac.jp

災害と健康プロジェクトユニット

これまでの大規模災害後には、被災地の自殺死亡率は一定期間時間を経過したのちに上昇する
ことが報告されておりますが、復興期においても同様に地域の自殺死亡率が変化します。将来的
な展望が見えやすく、精神的健康度も改善しやすくなると思われがちな復興期においてでも、被
災地における自殺・メンタルヘルス対策の重要性はさらに増すことが言えます。今回は、住民の
精神的健康度の回復につながる要因に関する調査結果をもとに、地域の支援者とともに復興期の
自殺・メンタルヘルス対策を展開した状況を報告します。

※本セミナーは医学系研究科系統講義コース科目等指定科目に振り替えることが
できる特別セミナーを兼ねています

980-0845 468-1
tamaki3salon@city.sendai.jp

022-214-1233 FAX 022-393-5038
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FM Data Technology Society

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～
プラズマでプラズマでプラズマでプラズマでプラズマでプラズマで飛行機 燃飛行機の燃飛行機 燃飛行機の燃飛行機の燃飛行機の燃費が向上す費が向上す費が向上す費が向上す費が向上す費が向上する！？る！？る！？る！？る！？る！？
～イオン風による～イオン風による～イオン風による～イオン風による～イオン風によ～イオン風による気流制御技術～気流制御技術～気流制御技術～気流制御技術～～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～
思わず応援思わず応援思わず応援思わず応援わず応援思わず応援したくなるしたくなるしたくなるしたくなるしたくなるしたくなるNPOとはNPOとはNPOとはNPOとはNPOとはNPOとは？！？！？！？！？！？！
～社会貢献アクシ～社会貢献アクシ～社会貢献アクシ～社会貢献アクシ～社会貢献アク～社会貢献アクシ ンをョンを促す情報のョンを促す情報のンを促す情報のョンを促す情報のョンを促す情報の見せ方～見せ方～見せ方～～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
あまり知らあまり知らあまり知らあまり知らあまり知らあまり知られていないれていないれていないれていないれていないれていない
テスト』『テスト』『テスト』テスト』テスト』『テスト』のはなしのはなしのはなのはなしのはなしのはなし
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『源氏物語物『源氏物語』はどう読』はどう読』はどう読』はどう読』はどう読』はどう読まれてきたまれてきたまれてきたまれてきたまれてきたまれてきたかかかかかか
―「古典」とは何―「古典」とは何―「古典」とは何―「古典」とは何―「古典」とは何―「古典」とは何かを考える―かを考える―かを考える―かを考える―かを考える―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・イタリア・イタリア・イタリア・イタリア・イタリア・ルネサンスルネサンスルネサンスルネサンスルネサンスルネサン のリベラルのリベラルのリベラルのリベラルのリベラルベ アーツアーツアーツアーツツアーツ
――芸術・自由・――芸術・自由・――芸術・自由・・自由・――芸術・自由・――芸術・自由 人文主人文主義人文主義人文主義人文主義
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。

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

※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。
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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)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)
〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目 1-1
TEL 022-217-5059 　E-mail alumni@grp.tohoku.ac.jp
〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目 1-1
TEL 022-217-5059 　E-mail alumni@grp.tohoku.ac.jp

■お問い合わせ・郵送先■お問い合わせ・郵送先

■お申込方法

■主催　東北大学、東北大学萩友会、東北大学基金、東北大学関西萩友会■主催　東北大学、東北大学萩友会、東北大学基金、東北大学関西萩友会

2月12日(水)2月12日(水)
令和2年

17：00まで申込締切

WEB

FAX送信先FAX

インターネットからのお申込みはこちら

http:///www.tohoku.ac.jp/kansai/http:///www.tohoku.ac.jp/kansai/

59105910022-217-

裏面申込書をご記入のうえ、FAX・または郵送にて送付ください。
(郵送の場合は、2月12日(水)萩友会事務局必着とさせていただきます。）
なお、インターネットからのお申し込みも受け付けております。

▶JR 大阪駅 (1 階 )：中央口右方向徒歩 1 分 (JR 大阪駅直結 )
■ホテルグランヴィア大阪までのアクセス■ホテルグランヴィア大阪までのアクセス
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JR大阪駅1階構内図  

※3階改札口よりお越しの方は、最寄りのエスカレーター等で1階までお下がり下さい※3階改札口よりお越しの方は、最寄りのエスカレーター等で1階までお下がり下さい

懇親会 16:00～17:30　    会場　20階　鳳凰

会費：7,000 円

(立食形式）　

( 高校生以下無料 ) ※会費は当日受付にて申し受けます。萩友会プレミアム会員の場合、会費 6,000 円萩友会プレミアム会員の場合、会費 6,000 円！

辻　一郎
つじ いちろう

生活習慣病・老化の
疫学研究の第一人者

認 知 症 予 防 最 前 線認 知 症 予 防 最 前 線

東北大学大学院医学系研究科教授

1983年(昭和58)、東北大学医学部卒業。リハビリテー
ション専門医から公衆衛生学・予防医学の研究者に。専
門は健康寿命、老化の疫学。地域住民約5万人の追跡調
査などをもとに、健康寿命の延伸策を解明。
米国ジョンズ・ホプキンズ大学留学等を経て2002年よ
り現職。東日本大震災被災者の健康支援にも尽力中。

東北大学多元物質科学研究所教授

放射光ナノ構造可視化
研究分野のエキスパート 高田　昌樹  

たかた まさき

次世代放射光は
　　　 何の役に立つのか ?
次世代放射光は
　　　 何の役に立つのか ?
―SPring-8 から生まれ、

東北でイノベーションを起こす―
―SPring-8 から生まれ、

東北でイノベーションを起こす―
―認知症が減り始めた欧米の生活に学ぶ――認知症が減り始めた欧米の生活に学ぶ―

1988年（昭和63）、広島大学大学院で理学博士の学位を
取得。専門は放射光構造科学。1995年に世界で初め
て金属内包フラーレンの構造決定に成功。
名古屋大学、島根大学、高輝度光科学研究センター、
理化学研究所放射光科学総合研究センターを経て
2015年より現職。東北大学青葉山新キャンパスに建設
予定の次世代放射光施設の計画推進を行っている。

講演会 13:30～15:50　　会場　20階　名庭

東北大学理事・副学長/東北大学萩友会代表理事　 

東北大学総長/東北大学萩友会長

■東北大学と萩友会の活動紹介　　

入場無料

原　　信義

■挨拶・東北大学の現状

東北大学関西萩友会会長■挨拶 杉山　一彦

大野　英男

信義信義

英男

彦

義義義義義

男男男

一彦 ご家族、ご友人を
お誘いあわせの上、
奮ってご参加ください

ご家族、ご友人を
お誘いあわせの上、
奮ってご参加ください

令和2年

33 11月月 日日 (日)(日)

ホテルグランヴィア大阪
大阪府大阪市北区梅田3丁目1番1号(TEL:06-6344-1235)

卒業生、在校生、卒業生および在校生のご家族、
現旧の教職員、一般(高校生可)

対象

会場講演会　13:30～

懇親会　16:00～

講演会　13:30～

懇親会　16:00～
 (開場13：00) (開場13：00)
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©marco borggreve

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-
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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/
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寄附付きオリジナルグッズ東北大学 東北大学基金監修のもと、東北大生協より左記オリジナル商品を販売しております。
商品をご購入いただくことにより、売上の一部が東北大学基金に寄附されます。
東北大学基金監修のもと、東北大生協より左記オリジナル商品を販売しております。
商品をご購入いただくことにより、売上の一部が東北大学基金に寄附されます。

上記商品は、東北大学生協購買各店およびWEBショップ（https://www.tohoku.u-coop.or.jp/shopping/goods/）にて購入いただけます。

「貧食」の愛称で親しまれた川内第２食堂の「普通カレー」
をレトルトカレーとして復刻し、2018年９月20日（木）から
東北大生協の各店舗ならびに通信販売で販売しています。
レシピ等は当時を知る卒業生と元店長監修のもと製作。
「貧食カレー」復刻のニュースは KHB 東日本放送、TBC
 東北放送、河北新報など多くのメディアに紹介されました。

■内容量 ： 200ｇ
■価　格 ： 378円（税込）

川内第２食堂 復刻版

普通カレー

川内第２食堂は、1967年に開店から四十年以上に渡り愛されたプレハブ造りの食堂です。
仙台地下鉄東西線の工事を機に閉店するまでの間、建物の外観や値段の安さから」「貧民食
堂」略して「貧食」の愛称で親しまれてきました。四十余年の中で数々 の名物メニューが誕生し、
「怒髪天カレー」もそのひとつです。当時の店長が七大戦へと旅立つ応援団に依頼をうけて
開発した味を忠実に再現しました。怒髪、天を衝く辛さをお楽しみください。

東北大学ではプラスチックごみによる海洋汚染問題を考え、プラスチックごみ問題に関する国民的理解
醸成の一翼を担うべく、今年３月に「プラスチック・スマート」の推進を宣言しました。
その取り組みの一端として、第一弾のプロジェクトとしてスマートエコボトルを販売することになりました。
9月30日に発売となった初回限定色ホワイトは、完売。11月5日より、ダークネイビーとブラックの2色を
追加販売開始いたしました。

■内容量 ： 200ｇ
■価　格 ： 378円（税込）

辛さレベル６ 天を衝く辛さです

辛さレベル３ 標準的な辛さですWEBショップはこちら

WEBショップはこちら

天を衝く辛さ!!

※小さいお子様や、辛味が苦手な方のお召し上がりには注意が必要です。

■価　格 ： ダークネイビー、ブラック
■価　格 ： 各色 2,800円（税込）

川内第２食堂復刻カレー第２弾！
川内第２食堂復刻カレーシリーズ

怒髪天カレー

東北大学記念グッズについてのお問い合わせは

東北大学生活協同組合 さくらショップ
☎（022）264-0706 平日10：00～17：00／土日祝日を除く〈お問い合わせ受付時間〉

: goods@tohoku.u-coop.or.jp 2019年12月発行

スマートエコボトルスマートエコボトル

第1弾完
売！

第1弾完
売！

ご好評
につき

第2弾発
売

ご好評
につき

第2弾発
売

ープラスチック・スマート推進事業ーープラスチック・スマート推進事業ー

Tohoku University × thermo mugTohoku University × thermo mug

～東北大生協は、東北大学のプラスチックスマート推進活動に協力しています～

新発売!!

好評
発売中!

WEBショップはこちら
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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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