
産学官金連携フェア2018みやぎ
開催日 内容 開催地

平成30年1月18日
みやぎ産業振興機構主催の同フェアに特別共催機関として参画し、ロボット・AI、メディカルヘルスケ
ア、IoT、マシン・マテリアル、エコロジカル・再生エネルギー、アグリ・バイオなどの各分野における
研究の紹介とプレゼンテーションを実施した。

仙台国際センター

講師 所属 テーマ 開催日（平成29年度）
折茂　慎一　教授 材料科学高等研究所 「水素」をもっと身近に！未来のエネルギーを体感しよう 4月28日（金）
磯貝惠美子　教授 農学研究科 進撃の微生物～ヒトと病原体の戦い～ 5月26日（金）
土屋　範芳　教授 環境科学研究科 地球の熱を使ってみよう～超臨界地熱資源から温泉水素発電まで～ 6月30日（金）
荻島　創一　准教授 東北メディカル・メガバンク機構 あなたのデータで医療を変える 7月19日（水）
田中　秀治　教授 工学研究科 スマホのシェイクを感じる小さなセンサ、次は社会を大きく変える～MEMSと IoTのお話～ 8月25日（金）
秋山　正幸　教授 理学研究科 超巨大ブラックホールの謎 9月29日（金）
松浦　祐司　教授 医工学研究科 見えない光で健康検査～くちびるで血糖値チェック～ 10月20日（金）
魚住　信之　教授 工学研究科 植物はなぜ海水で育たないの？～植物の塩害とその分子メカニズム～ 11月10日（金）
山口　雅彦　教授 薬学研究科 らせんと化学 12月13日（水）
藤井　智幸　教授 農学研究科 食べ物を美味しくする加工技術～故きをたずねて新しきを知る～ 1月19日（金）
加藤　雄人　准教授 理学研究科 宇宙に響くさえずりとジオスペース 2月23日（金）
志田原美保　講師 医学系研究科 追跡！体内の薬のゆくえ～機能画像からはじまる未来医療～ 3月16日（金）

サイエンスカフェ
　高校生など一般の方々と科学者が、飲み物を片手にテーブルを囲み、サイエンスについて気軽に話し合う場です。
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リベラルアーツサロン
　文系の幅広い分野から、身近なテーマ・知識欲をかき立てるテーマを取り上げ、気軽に会話に興じるサロンの雰囲気で話し合う場です。

　MOOCは、大規模公開オンライン講座 (massive	open	online	course) の略称で、どなたでも無料のオンライン講義をオンデマンドで視聴
でき、修了要件を満たした方には修了証が発行されます。

東北大学MOOC

シリーズ名 講座名 講師 所属 オンライン講座開講期間 
（平成29年度）

対面授業開講日 
（平成29年度）

東北大学で学ぶ高度
教養シリーズ

memento�mori�
�―死を想え― 鈴木　岩弓　総長特命教授 教養教育院 10月3日～12月5日 11月18日（土）：東京�

11月23日（祝）：仙台

東北大学�
サイエンスシリーズ

解明 : オーロラの謎 小原　隆博　教授 理学研究科 11月1日～12月19日 －
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

今村　文彦　教授�
後藤　和久　准教授�
佐藤　翔輔　准教授�
安倍　祥　　助手

災害科学国際研究所 1月25日～3月28日 －

公開講座

高校生のための公開授業
講座の名称 実施部局

電気情報物理工学特別講義 工学部
科学の目で見る環境とリサイクル 環境科学研究科
進化の過程に基づく生体機能のイメージ構成 全学教育
秋冬野菜を盆栽として育ててみよう 全学教育
言語としての手話入門 全学教育

部局主催
講座の名称 実施部局

第52回東北大学教育指導者講座 教育学研究科
エネルギーデバイス工学 工学研究科
電気エネルギーシステム工学 工学研究科
先端スピン工学持論 工学研究科
地球の未来を拓くグリーンナノテクノロジー 工学研究科
技術適応計画特論 工学研究科
河川海岸の防災の現状と課題 工学研究科
福島事故以降の安全学に向けて 工学研究科
軽水炉安全セミナー 工学研究科
第24回公開講座「国際文化基礎講座」映像とイ
メージのカレードスコープ 国際文化研究科

ものづくり基礎講座 金属材料研究所
金属材料研究所第87回夏期講習会 金属材料研究所

みやぎ県民大学大学開放講座
講座の名称 実施部局

知っておきたいお口の病気 歯学研究科
私たちの食料と健康と環境 農学研究科
科学の目で見る環境とリサイクル 環境科学研究科
地球にやさしいエネルギーと環境・省エネルギー技
術～太陽電池・半導体・超伝導・植物の品種改良～ 金属材料研究所

ながれの科学 流体科学研究所
ミクロの世界を測る、見る、操る 多元物質科学研究所
ことばのひろがりと仕組みに迫る 高度教養教育・学生支援機構

「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
講座の名称 実施部局

人間は機械である＝人工臓器の基礎と臨床 加齢医学研究所
ビールの泡から最先端ナノ材料の創造へ 多元物質科学研究所
中性子でミクロな世界を探索しよう 多元物質科学研究所
仙台のスポーツとボランティア 多元物質科学研究所
仙台の地名と災害 災害科学国際研究所
バイリンガルな子育てについて 高度教養教育・学生支援機構
源氏物語のエッセンス―女の宿世― 高度教養教育・学生支援機構
源氏物語のエッセンスー仏の方便― 高度教養教育・学生支援機構
最新天文学による現在の宇宙の姿 学際科学フロンティア研究所
最新天文学による宇宙の誕生と進化 学際科学フロンティア研究所

講座の名称 実施部局【講師派遣先高校】
幽霊の誕生 文学部

【佐沼高校
（地域開催）】植物科学の最前線～自然エネルギーへの応用～ 理学部

月面探査ロボット開発における移動機構の考案と具体化の実際 工学部
政宗とサケ 文学部

【仙台一高
（地域開催）】

世界を変える授業を体験してみよう 教育学部
日本の立憲主義について 法学部
日本と世界経済 経済学部

高校生のための公開講座

講座の名称 実施部局【講師派遣先高校】
文学の世界 文学部

【宮城野高校】

教育学の世界 教育学部
物理学（素粒子）の世界 理学部

生物学の世界 理学部（生命
科学研究科）

看護学の世界 医学部
工学の世界 工学部
農学の世界 農学部

国際交流の世界 高度教養教育・
学生支援機構

大学で学ぶこと～心理学入門 文学部

【泉高校】

社会を変えるNPOの役割とは 経済学部
がんと緩和ケア 医学部
光通信と光集積回路 工学部
生ゴミからエネルギーをつくる 農学部
文化の翻訳 文学部
日本と世界経済 経済学部
進化する航空機 工学部
日本の住まいとまちの地域性 工学部
生体物質で燃料電池が作れるか？ 理学部 【白石高校】持続的な未来のための化学を活かした研究 工学部
感染症とワクチン 医学部 【宮城第一高校】
工学部の化学とは？－化学の知識を工業に展開する－ 工学部 【石巻高校】
道路交通マネジメント入門 工学部 【角田高校】ロボティクスとシステム工学 情報科学研究科
歴史の中の経済社会 経済学部 【古川高校】視てみよう、測ってみよう！化学装置の中の現象を 工学部
自然から学ぶ生命のいとなみと私たちの環境 農学部 【仙台二華高】
文学部における学問領域 文学部

【仙台一高】

法学部における実学と「虚学」、あるいは「役に立つ」
ことと「役に立たない」ことの意味 法学部

粉飾決算の経済学 経済学部
「サブ」ナノサイエンスの世界－分子とクラスターの科学－ 理学部
カーボンナノチューブとグラフェンの世界にようこそ 理学部
脳科学から見た学びのメカニズム 医学部
薬学部で何を学ぶのか、何を研究するのか？ 薬学部
物質の流れを考え持続可能な地域環境をデザインする 工学部
コンピュータの過去・現在・未来 工学部
量子アニーリングが加速する最適化問題と機械学習 工学部
農地のリモートセンシングによる観測 農学部
（日本語）文法について考える 文学部

【仙台二高】

世界を変える授業を体験してみよう！ 教育学部
民事裁判ABC（拡大版） 法学部
政治学とはどのような学問か 法学部
大学で学ぶ経済学 経済学部
ネットワーク理論とその応用 経済学部
重複遺伝子の進化 理学部
完備性と方程式の解について 理学部
知っておきたい医学研究と医療の関係 医学部
細胞はどのようにしてストレスに適応するか 薬学部
化学を使ってナノの世界で組み上げる新しい材料開発 工学部
宇宙船の空気力学
－知る人ぞ知る宮城の世界最大風洞設備 工学部

溶液中の物理と化学で作るナノ構造体 工学部
工学部という選択「超音波が支える構造部材の健全性」 工学部
超音波を使ったがん治療システムの開発 工学部
地球の大気と植物の運命：植物最大のミステークを
科学する 農学部

社会的ジレンマで考える環境問題 農学部 【仙台三高】
微生物の世界 農学部 【仙台青陵中等教育】

講師 所属 テーマ 開催日（平成29年度）
中川　　学　准教授 高度教養教育・学生支援機構 江戸時代の死の文化～為政者の死をめぐって～ 4月14日（金）
阿部　　宏　教授 文学研究科 言葉を科学する 6月16日（金）
野口　和人　教授 教育学研究科 インクルーシブ社会の実現を目指して～発達障害の理解～ 7月28日（金）
金　　熙珍　准教授 経済学研究科 日本企業の国際経営と新興国市場戦略 11月17日（金）
小嶋　秀樹　教授 教育情報学研究部 ロボットや人工知能と私たちは本当に理解しあえるのか 12月8日（金）
坂巻　康司　准教授 国際文化研究科 フランス近代詩を読む―ボードレールからの出発― 3月2日（金）
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