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講師 所属 テーマ 開催日（平成30年度）
佐藤　嘉倫　教授 文学研究科 信頼をめぐる謎　―なぜ人は裏切られるかもしれないのに他人を信頼するのか？ 6月8日（金）

野村　啓介　准教授 国際文化研究科 ワインの〈テロワール〉を歴史する　―近代フランスのワインづくり― 7月27日（金）

鈴木　岩弓　総長特命
教授 教養教育院 イエ亡き時代の死者のゆくえ　―“死者の記憶 ”のメカニズム― 9月28日（金）

福田　亘孝　教授 教育学研究科 少子高齢化と人口減少社会 11月9日（金）

瀬川　昌久　教授 東北アジア研究セン
ター 親族・家族関係からみた日中両社会 1月25日（金）

若林　緑　准教授 経済学研究科 相関関係と因果関係を考える　～入門計量経済学～ 3月15日（金）

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30年度）

対面授業開講日 
（平成30年度）

東北大学で学ぶ高度
教養シリーズ

男と女の文化史 高橋　章則　教授　他 文学研究科 5～7月、1～3月 －

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

11月25日（仙台）

家族と民法 水野　紀子　教授 法学研究科 1～3月 －

東北大学�
サイエンスシリーズ

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　他 災害科学国際研究所 9～11月 －

解明 : オーロラの謎 小原　隆博　教授 理学研究科 10月～12月 12月1日（仙台）

講師 所属 テーマ 開催日（平成30年度）
森口　周二　准教授 災害科学国際研究所 土砂災害入門　～斜面はなぜ崩れるのか？～ 4月27日（金）

大関　真之　准教授 情報科学研究科 先生、それって量子の仕業ですか？　～量子力学とコンピュータの出
会い～ 5月25日（金）

尾定　誠　教授 農学研究科 貝類にまつわる切実な話　～海の有効利用と人工繁殖～ 6月29日（金）

正井　秀俊　助教 材料科学高等研究所 数学小噺　～日常に数学を～ 7月11日（水）

鈴木　匡子　教授 医学系研究科 見えるもの、見えないもの　～脳と視覚の不思議な関係～ 8月31日（金）

岡部　真也　准教授 理学研究科 数学はお医者さんになれるか？　～がんのある治療法と数学の関わり
～ 9月21日（金）

中山　啓子　教授 医学系研究科 がんは、何から出来てるの？ 10月26日（金）

桑原　重文　教授 農学研究科 合成フェロモンを使って害虫防除 11月16日（金）

山本　雅哉　教授 工学研究科 医療に役立つソフトマテリアル 12月12日（水）

柿沼　薫　助教 学際科学フロンティア研究所・環境科学
研究科 モンゴル遊牧民の移動のふしぎ　～人と自然の関係を考える～ 1月11日（金）

藪　浩　准教授 材料科学高等研究所 生き物に学ぶ材料開発 2月15日（金）

瀧宮　和男　教授 理学研究科 合成化学で機能を創る 3月22日（金）

サイエンスカフェ
　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。

産学官金連携フェア2019みやぎ
開催日 内容 開催地

平成31年1月22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と次世代放射
光施設に関する出展を行った。
中でも、実演コーナーにて災害復旧現場等での活動を想定したロボットを稼働展示し、高い技術力を広くアピー
ルできた。

仙台国際センター

■	 社会との連携協力
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2019

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
日本社会・文化A「言語としての手話入門」 全学教育
進化の過程に基づく生体機能のイメージ構成 全学教育

部局主催
講座の名称 実施部局

第53回東北大学教育指導者講座 教育学研究科
先進材料システム加工プロセスと対価 工学研究科
地球の未来を開くグリーンナノテクノロジー 工学研究科
先端スピン工学 工学研究科
エネルギーデバイス工学 工学研究科
技術適応計画特論 工学研究科
基盤構造材料学 工学研究科
電気エネルギーシステム工学 工学研究科
近代技術史学 工学研究科
電子・分光計測学持論 工学研究科
福島事故以降の安全学に向けて 工学研究科
的場記念川渡セミナー 工学研究科
軽水炉安全セミナー（原子炉廃止措置編） 工学研究科
住居者の健康を中心とした、これからの建築環境の考え方 工学研究科
第25回公開講座「国際文化基礎講座」世界で今　何が起きているか 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88回夏期講習会 金属材料研究所
仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科�公開サイ
エンス講座�第1回�火星ってどんなところ？～人が住
めるか考えよう～ー地球物理学専攻・地学専攻編ー

理学研究科

仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科�公開サイエンス
講座�第2回�プラネタリウムコンサートサックスカルテッ
トで紡ぐ『惑星』のお話ー地球物理学専攻・地学専攻編ー

理学研究科

仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科�公開サ
イエンス講座�第3回�はやぶさ2で探る�太陽系と
生命誕生の秘密ー地球物理学専攻・地学専攻編ー

理学研究科

仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科�公開
サイエンス講座�第4回�天の川銀河誕生の新たな
描像に迫るー地球物理学専攻・地学専攻編ー

理学研究科

一般講演会「加速する宇宙とダーク成分」 理学研究科

みやぎ県民大学大学開放講座
講座の名称 実施部局

超少子高齢社会にどのように備えるか；経済学からヒント 経済学研究科
学口のすゝめ～お口から健康を考える～ 歯学研究科
社会・文化から考える環境 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～半導体・超伝導・AI・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
English�Speech�Craft�Workshop 電気通信研究所
環境問題に寄与する材料プロセス 多元物質科学研究所

「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

マルチ人間大槻文彦―その仙台の文化への貢献― 文学研究科
マグロを科学する―生態から食品学的特徴に至るまで― 農学研究科
あなたの血管は何歳？―地球の上での日本人の血管 加齢医学研究所
震災後のエネルギーと環境 多元物質科学研究所
2020東京オリパラボランティアに向けて� 多元物質科学研究所
仙台のスポーツボランティアと東京オリパラ 多元物質科学研究所
ブラタモリ風ぼうさいまち探検のススメ 災害科学国際研究所
繰り返す宮城県沖地震を通して見る仙台の歴史と防災 災害科学国際研究所
シネマを見ながら、“環境問題 ”を知る・考える 未来科学技術共同研究センター

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】

ドイツ文学へのいざない 文学部
【佐沼高校
（地域開催）】量子ビームを活用した地球深部研究について 理学部

私たちの生活を支える材料科学 工学部
言葉の普遍性と多様性：日本語と英語の比較から 文学部

【仙台一高
（地域開催）】

学制改革の日独比較 教育学部
刑事司法を考える―黙秘権を題材として 法学部
コンビニの経営学―セブンイレブンはなぜ強いのか― 経済学部

講座の名称 実施部局【講師派遣先高校】
文学部の学び―文献読解からフィールドワークまで― 文学部

【仙台三高】

法学部における法学の意味と無意味 法学部
計量経済学の第一歩 経済学部
子どもの貧困について 経済学部
地球生命の歴史 理学部
光を医療に応用する（仮） 工学部
建築物における地盤の重要性とその性質（仮） 工学部
エンジニアになるとは、そのために高校時代に今やるべきこと 工学部
農学部での学びと研究内容のご紹介―私の専門は土壌肥料学です― 農学部
文学の世界―フランス文学研究入門― 文学部

【宮城野高校】
教育学の世界 教育学部
なぜ生物を研究するのか？―生物学入門― 理学部
（半）正多面体を創る―オイラーの多面体定理を中心に 理学部
高圧食品の世界 農学部
社会学とはどのような学問か 文学部

【泉高校】

平成の時代を考える 文学部
会社の誕生：世界が会社で支配されるとき 経済学部
企業の海外進出と財務分析 経済学部
創傷を有する対象への援助について 医学部
環境問題解決のための材料－水素社会における自動車と触媒開発－ 工学部
超音波・電磁波・マイクロ波の物理作用を利用した環境調和型材料プロセッシング 工学部
海を守り、海から恵みを得るとはどういうことか 農学部
精子の幹細胞の話 農学部
所得の分配について考えてみよう 経済学部

【白石高校】
人工の眼を創ろう！失われた視力を取り戻す次世代コンピューターチップ 工学部
物語の面白さとそのメディア的特性 文学部

【宮城第一高校】

歴史のなかの経済的・経営的意思決定：イギリス産業革命の事例から考える 経済学部
火星探査を議論する 理学部
ガリレオ・ガリレイの材料力学と宇宙行きエレ
ベータ：IoT+環境発電+植物繊維＝？ 工学部

建築学のすすめ：人間と環境の関係をデザインする 工学部
向社会行動オキシトシン：動物やヒトの絆を支え
るオキシトシン・受容体系から脳を考える 農学部

言葉とコミュニケーションの心理学 災害科学国際研究所
「ふるさとの古文書」を学ぶ意義とは 災害科学国際研究所
創薬エンジニアリング：バイオ×化学×工学でがんに立ち向かう 工学部

【石巻高校】
気候変動とアジアの稲作 農学部
触媒と化学でエネルギー・環境問題解決を目指す－バイオマスや二酸化炭素の変換 工学部 【角田高校】
意志決定論入門 経済学部

【古川高校】ネットワークでみる経済 経済学部
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
化石から探る過去の環境　500万年前の竜の口の海 理学部 【仙台向山高】
日本人と宗教リテラシー 文学部

【仙台二高】

ゆとり教育とは何だったのか？―グローバル人材養成のための教育改革― 教育学部
実定法解釈入門 法学部
民主政治とポラリズム 法学部
経済学からみる日本社会 経済学部
人工衛星から植物の光合成を “視る ” 理学部
地球深部物質科学 理学部
知っておきたい医学研究と医療の関係 医学部
東北大学の薬学部の授業・研究について 薬学部
日本の住まいとまちづくり 工学部
環境と共生する化学のものづくり 工学部
マテリアルサイエンスとは何か　－ナノからテラの世界へ－ 工学部
微小な電力を制御する素子の開発 工学部
高圧食品の科学 農学部
医工学を知っていますか？工学による医療の革新を目指して 医工学研究科
文学部の学問と言語研究－大槻文彦の位置づけに触れつつー 文学部

【仙台一高】

法学部における法学の意味と無意味 法学部
経済成長について 経済学部
ホタルの光を化学する！～バイオ分析化学への招待～ 理学部
理学の世界・物理学の世界 理学部
脳科学から見た学びのメカニズム 医学部
大学では何を学ぶのか 薬学部
環境問題解決に向けた化学の役割 工学部
世界のエネルギー問題理解のために 工学部
現代暗号のフロンティア～木の棒から数学・工学へ 工学部
生物がつくる化学物質の不思議と魅力 農学部
成長会計からみた中国の経済成長 経済学部 【仙台青陵中等教育】
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