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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 
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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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―

⻘
葉
も
ゆ
る
︑
緑
の
丘― 東北⼤学学⽣歌「⻘葉もゆるこのみ

ちのく」は、学⽣から作詞、作曲の
募集を⾏い、更に学⽣らの審査を経
て昭和 28 年に制定された。
作詞は当時法学部に在学していた野
⽥秀⽒、作曲は同じく⼯学部に在学
し、東北⼤学名誉教授でもある阿座
上⽵四⽒によるもの。
学⽣歌は⼊学式や学位記授与式で歌
われるほか、東北⼤学応援団や男声
合唱団、混声合唱団などでも歌い継
がれており、学⽣、教職員に広く愛
される、いわば “校歌” のような存
在だ。

そんな学⽣歌「⻘葉もゆるこのみち
のく」が、昨年初めてカラオケに楽
曲登録された。このカラオケ化にあ
たっては、本学経済学部出⾝で「カ
ラオケまねきねこ」等を運営する株
式会社コシダカホールディングス代
表取締役社⻑の腰髙博⽒に全⾯協⼒
を受けた。
きっかけは、腰髙⽒が⼤学の同窓会
でカラオケに⾏った際、「⻘葉もゆ
るこのみちのく」をみんなで歌おう

特集：東北⼤学学⽣歌・校友歌
東北⼤学にとって⼤切な 2 つの歌が、カラオケ配信され
ている。誕⽣から 60 年以上の歴史を持つ東北⼤学学⽣
歌「⻘葉もゆるこのみちのく」と、東⽇本⼤震災をきっ
かけに作られた東北⼤学校友歌「緑の丘」だ。
東北⼤学の学⽣、卒業⽣たちの熱い思いで誕⽣し、愛さ
れ続けているこの 2 曲について、紹介したい。

としたところ、そもそも楽曲の登録
がないことに気づき、腰髙⽒は「カ
ラオケ屋の⾃分がやらなくては！」
とすぐに本学へ連絡を頂いたという
次第。
カラオケ制作に当たっては、各キャ
ンパスの映像や過去・現在の学⽣の
様⼦などを映したオリジナル映像を
製作した。⾳源には⼀昨年亡くなら
れた本学 OB の岡﨑光治⽒の編曲を
⽤いている。
広瀬川河畔など仙台市内の美しい映
像のほか、今はなき⾬宮キャンパス
や “貧⾷” の名で親しまれた「川内
第⼆⾷堂」の画像なども盛り込み、
学⽣時代を仙台で過ごした卒業⽣た
ちがカラオケで “仙台に帰った” 気
分を味わえるように仕上げられてい
る。是⾮楽しんでもらいたい。

●６０年以上歌い継がれてきた学⽣による学⽣のための学⽣歌

腰 髙 ⽒ へ は
⼤ 野 総 ⻑ か
ら 感 謝 状 が
贈呈された。

楽曲はこちらから
お聞きいただけます。
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「緑の丘」が東北⼤学校友歌として制定されたきっ
かけは、東⽇本⼤震災から 1 年が経過した頃のこ
と。なかなか元気を取り戻せずにいる学⽣たちの
姿に⾥⾒進総⻑（当時）は⼼を痛め、彼らを元気
づけたいと⾃ら本学 OB の⼩⽥和正⽒へ⼿紙を書
いた。

「学⽣、そして卒業⽣たちが折りに触れてふっと歌
えるような歌を作ってもらえないだろうか。」
⾥⾒総⻑の思いに、⼩⽥さんは楽曲の提供を快諾
した。普段書くような歌ではないので、少し時間
がかかるかもしれないと⾔い、出来上がったのは
1 年半後。仕上がったこの曲は、⻘葉の頃の川内
や⻘葉⼭のキャンパスを⾵が吹き抜けるような爽
やかさに満ちている。その中に思い出深いキャン
パスの⾵景や仙台への静かな郷愁が歌い込まれて
おり、⼩⽥さんの⺟校や仙台に対する思いの柔ら
かさに触れたような気持ちになる。
ちなみに校友歌の「校友」とは、東北⼤学の学⽣、
卒業⽣だけではなく、東北⼤学を⽀え、応援して
下さるすべての⽅々のこと。是⾮⼀度曲を聞き、
カラオケでもしっとりと、歌ってみてほしい。

●震災後の学⽣たちを元気付けたい。
総⻑から⼩⽥和正⽒への⼿紙

楽曲はこちらからお聞きいただけます。
( 合唱版のみ）

●校友歌をお⼿元に。「緑の丘」CD、オルゴールが販売されています。

⼩⽥和正さんの歌のほか、東北⼤学混声合唱
団による合唱バージョン、また本学 OB のピ
アニスト・榊原光裕さんのアレンジによるイ
ンストゥルメンタルバージョンも収録されて
います。ジャケットの裏は貴重な⼩⽥さんの
スケッチ画。

価格：468 円（税込）
販売：東北⼤学萩友会事務
局、東 北 ⼤ 学 ⽣ 協 さ く ら
ショップ
★萩友会プレミアム会員の
⽅は、発送サービスをご利
⽤いただけます（送料別・
代⾦引換払のみ。）詳しく
は萩友会事務局まで。

価格：[ 左 ] ボックスタイプ
4,176 円（税込）[ 右 ] 写真ス
タンドタイプ 3,667 円（税込）
販売：東北⼤学⽣協購買部、
通信販売

★萩友会プレミアム会員特別
価格：ボックスタイプ 3,500
円（税込）写真スタンドタイ
プ：2,980 円（税込）
※プレミアム会員価格でご購
⼊をご希望の⽅は、萩友会事
務局までお問合せください。
発送も致します。（送料別）

「緑の丘」CD 「緑の丘」オルゴール（2 タイプ）

「緑の丘」のオルゴールも
2 種類販売しています。⼊
学や卒業の記念、⺟校の思
い出の品としてもどうぞ。

※写真スタンドタイプに
写真は⼊っていません。

東北⼤学萩友会事務局
TEL：022-217-5059

alumni@grp.tohoku.ac.jp

東北⼤学⽣協さくらショップ
TEL：022-264-0706

【お問合せ】

東北⼤学学⽣歌・校友歌のカラオケは、、、
【緑の丘】【⻘葉もゆるこもみちのく】

⻘葉もゆるこのみちのく

東北⼤学 学⽣歌

緑の丘

⼩⽥和正

曲名検索

歌⼿名検索

曲名検索

歌⼿名検索
萩友会プレミアム会員

になると「カラオケまねきねこ」
の割引クーポンが
もらえるにゃ！

まねっきー

※オリジナルのカラオケ映像は、JOYSOUND の
機種でのみご利⽤いただけます。

※DAM 配信予定⽇：2/25
リクエスト No. 2432-39

※DAM 配信予定⽇：3/3
 リクエスト No. 2134-58

詳しくは萩友会事務局まで。5



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 

公開講座 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」
※チラシなし

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
TEL:0120-279-514
無料/先着 60名
web,FAX,メール申込

コンサート 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。

公開講座 
【募集中】 

3/4(水) FM DTS融合セミナー
「医療メディアビジネスの
本質」 

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 
TEL:022-717-8031 
無料/web,メール申込 

公開講座 3/6(金) PICS市⺠公開講座
2020「有機性廃棄物から生
産される肥料の利⽤法」 

⻘葉⼭コモンズ
1F オープンスペース 
■青葉山キャンパス

13:00-15:00 PICS事務局 
TEL:0229-84-7399 
無料 

公開講座 
【申込不要】 

3/7(土) 文学研究科メトロでカルチャー
第５回 「文化としての『不合理』
―日本近代へのアプローチ―」 

文科系総合講義棟 

■川内キャンパス

13:30-17:00 文学研究科総務企画係 
TEL:022-795-6002 
無料 

公開講座 3/10(火) 災害復興新生研究機構
シンポジウム「～震災を超
えて～未来の医療に向けた
個別化医療に挑む」

百周年記念会館 
川内萩ホール 

■川内キャンパス

13:00-16:50 
12:00開場 

災害復興新生研究機構企画推進室 
TEL:022-217-5009 
無料/定員:700名 
web申込 

その他 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
（⻘葉⼭・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 

公開講座 3/13(金) 第 13回災害科学研究拠
点セミナー 兼第 26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２）

■星陵キャンパス

18:00-19:30 災害科学国際研究所 
災害と健康プロジェ
クトユニット
TEL:022-728-2372
無料

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

2020.3.1 ～ 2020.3 東北大学関連 イベントカレンダー 

1

2

3
 

4 
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7

8
 

9
 

【中止】

【延期】 
代替日未定 

【中止】 
※払戻し情報
は河北新報

HPで。 

【中止】

【※ご注意※】掲載情報は 2 月 27 日時点で
の情報です。新型コロナウィルス感染拡大防
止のため、掲載されているイベントであって
も中止や延期なる場合があります。東北大学
のHPなどで最新の情報をご確認下さい。 

【中止】

【中止】
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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 

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。

公開講座 
【申込不要】 

3/14(土) 宮城水産復興連携協議
会公開シンポジウム「震災と海
－復興への取り組みとこれからの展開－」 

女川町まちなか交流館ホール 
（宮城県牡鹿郡女川町
女川 2 丁目 65 番地 2） 

13:30-16:30 
13:00開場 

マリンサイエンス復興支援室
TEL:0225-90-3969
無料

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 
【募集中】 

3/17(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
「Google が考える Healthcare & Life Sciences」  

星陵会館 2F 
大会議室 
■星陵キャンパス

[セミナー]
18:00-19:00
[懇親会]
19:30-
(学外にて有料)

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

公開講座 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

企画展
【申込不要】 3/24(火)- 

5/7(木) 
川内歴史さんぽ 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】 

3/29(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、2 月 27 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。 
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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！ 

【中止】
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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）

「貧食 愛称で親しまれた川内第２食堂第２

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）

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

スマートエコボトルスマートエコボトル
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

～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

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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ｐ

東北大学関連 

イベント詳細情報

2020.2.28～ 

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。 

【※ご注意※】 
掲載情報は 2 月 27 日時点での情報です。新型コロナウィルス感染拡大防止
のため、掲載されているイベントであっても中止や延期となる場合がありま
す。最新の情報は、東北大学の HPや各お問い合せ先などでご確認下さい。 

9



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 -
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sq15576109
テキストボックス
　中止になりました。※払戻し情報は河北新報社のHPで。

sq15576109
テキストボックス
　　中止になりました。



【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

2019 年 9 月台風 9号、18 年 9月北海道胆振東部地震、16 年 4月
熊本地震など、災害は毎年のように生じています。災害に対する理解
と対策は、東日本大震災はもとより、25 年前に発生した阪神淡路大震
災を契機に進んではいますが、これに反して、災害に関する法の理解
と検討は、一部関係者以外ではさほど進んでいないように思われます。
今回、災害医療をめぐる法の状況を概観したうえで、いくつかの具
体的な問題点につき、参加してくださった皆さんと一緒に考えたいと
思います。

※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

©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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sq15576109
テキストボックス
　延期になりました。※代替日は未定です。

sq15576109
テキストボックス
　　中止になりました。



■JR仙石線経由 / 約 2時間
仙台駅（仙石線）  石巻駅（石巻線）  女川駅

■JR東北本線経由 / 約 2時間
仙台駅（東北本線）  小牛田駅（石巻線）  女川駅

駅周辺の無料駐車場をご利用ください。

 2020
3/14SAT
1 3 : 30～1 6 : 30
（O P E N  1 3 : 00）

震災と海
－復興への取り組みとこれからの展開－

P

P

P
プロムナード

398
ハマテラス

女川町役場

Family Mart

JR 女川駅

女川町まちなか交流館

主催：宮城水産復興連携協議会（東北大学マリンサイエンス復興支援室・宮城県・東北区水産研究所）
共催：女川町、東北大学女川フィールドセンター、東北マリンサイエンス拠点形成事業（海洋生態系の調査研究）

問い合わせ先 東北大学マリンサイエンス復興支援室　TEL： 0225-90-3969

令和元年度　宮城水産復興連携協議会　公開シンポジウム

駐車場を利用する場合

仙台駅から JRを利用する場合

お気軽にお越しください！入場
無料・

事前申し
込み不要！

13:00- 開場　　
13:30-13:40　　はじめに 東北大学　木島明博
13:40-13:50　　ごあいさつ 　女川町長　須田善明

成果報告

13:50-14:20　　「宮城県近海における水塊変動とツノナシオキアミ漁獲量について」
矢倉浅黄（宮城県水産技術総合センター）

14:20-14:50　　「震災後の干潟造成とアサリ資源について」
伊藤博（宮城県水産技術総合センター）

14:50-15:00 休憩（10 分）

15:00-15:30　　「エゾアワビの資源や生息環境における東日本大震災の影響と
その後の回復過程」

高見秀輝（水産研究・教育機構東北区水産研究所）

15:30-16:00　　「女川湾におけるマナマコ増養殖に関する課題について」
木島明博（東北マリンサイエンス拠点形成事業）

総合質疑

16:00-16:20　　総合質疑　（座長：宮城県水産技術総合センター所長　千田康司）

16:20-16:30　　おわりに　　　　　　　　　　東北区水産研究所所長　小倉未基

プログラム

女川町まちなか
交流館ホール

会場

所在地： 〒986-2265
　　　　宮城県牡鹿郡女川町
　　　　女川 2丁目 65番地２

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・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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sq15576109
テキストボックス
　　中止になりました。



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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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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