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講師 所属 テーマ 開催日（令和元年度）
勝山　稔　教授 大学院国際文化研究科 謎の漢文を解読せよ――なぜ『西遊記』は漢文の教科書に載らないのか？―― 5月31日（金）

齋藤　智寛　准教授 大学院文学研究科 人間の本性は善か悪か 8月9日（金）

千葉　聡　教授 東北アジア研究センター 取扱い注意な生物多様性 9月20日（金）

鹿子生　浩輝　教授 大学院法学研究科 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 11月1日（金）

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― 12月6日（金）

熊谷　龍一　准教授 大学院教育学研究科 あまり知られていない「テスト」のはなし
2月28日（金）

※新型コロナウイル
ス感染症の影響によ

り開催中止

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（開講時） オンライン講座開講期間 
（令和元年度）

対面授業開講日 
（令和元年度）

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 1 ～ 3月 －

家族と民法 水野　紀子　教授 法学研究科 10 ～ 12月 －

memento mori 
 ―死を想え― 鈴木　岩弓　総長特命教授 教養教育院 8 ～ 10月 10月5日（仙台）

東北大学 
サイエンスシリーズ

進化発生学入門―恐竜が
鳥に進化した仕組み― 田村　宏治　教授 生命科学研究科 1 ～ 3月

銀河考古学入門～銀河の
形成と進化を辿る～ 千葉　柾司　教授 理学研究科 7 ～ 9月、1 ～ 3月 －

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 6 ～ 8月 7月20日（仙台）

講師 所属 テーマ 開催日（令和元年度）
清和　研二　教授 大学院農学研究科 多種共存の森～その仕組みと恵み～ 4月19日（金）

西　羽美　准教授 大学院情報科学研究科 生命の部品、タンパク質～その形と働きをコンピュータで理解する～ 5月15日（水）

栗林　貴弘　准教授 大学院理学研究科 地球の中はどんな世界？ ＆ 鉱物のフシギ 6月28日（金）

斎藤　芳郎　教授 大学院薬学研究科 毒なのに体に必要なモノって何？～体のことを知って薬を作る～ 7月12日（金）

渡邉　賢　教授 大学院工学研究科 超臨界で天然物がお宝に？～新しい食品加工と廃棄物処理技術～ 8月30日（金）

張替　秀郎　教授 大学院医学系研究科 がんを免疫で治す 9月18日（水）

宮下　光令　教授 大学院医学系研究科 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？～ 10月25日（金）

大西　直文　教授 大学院工学研究科 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～ 11月29日（金）

當真　賢二　准教授 学際科学フロンティア研究所 /
大学院理学研究科

東北大学サイエンスカフェ・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？」

2月21日（金）
※新型コロナウイル
ス感染症の影響によ

り開催中止

岡田　彩　准教授 大学院情報科学研究科 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～

3月18日（水）
※新型コロナウイル
ス感染症の影響によ

り開催中止

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。

東北大学地域連携イノベーション展2020
開催日 内容 開催地

令和2年1月17日
地域の産学連携関連機関のご協力の元、同展示会を主催、本学と地域企業との共同研究等の取組みや研究成果・
シーズ等を地域の企業や関係機関の皆様に幅広く紹介した。
13部局・研究室のブース展示の他、全ブースからのプレゼンテーションも実施し、新たなイノベーションにつ
ながる技術シーズとの出会いや共同研究等のきっかけづくりができた。

仙台国際センター

■ 社会との連携協力
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2020

公開講座

部局主催
講座の名称 実施部局

第54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評価 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
水環境学（低炭素・循環型社会の推進に向けて） 工学研究科
電気エネルギーシステム工学 工学研究科
応用物理工学特論 工学研究科
近代技術史学 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
第26回公開講座『近代フランスの外交と異文化
理解―幕末日本と脱植民地化期のアフリカ―』 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89 88回夏期講習会 金属材料研究所
東北大学東北アジア研究センター「みちのく歴史講座」 東北アジア研究センター
東北大学東北アジア研究センター春季古文書講座 東北アジア研究センター
東北大学東北アジア研究センター秋季古文書歴史講座 東北アジア研究センター
東北大学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」 東北アジア研究センター

ぶらりがく「切っても切っても⁉－再生する力が
強い生き物について学ぼう－」 理学研究科

ぶらりがく「声を可視化して分析しよう」 理学研究科
ぶらりがく「ホタルの光を化学する !?」 理学研究科
ぶらりがく「クイズでニホニウム」 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 2019年度 第1回 オーロラの謎に迫る 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 2019年度 第2回 地球 vs 宇宙 ～海と火山～ 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 2019年度 第3回 ついに「見えた」重力波天体 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 2019年度 第4回 宇宙のはじま
りとおわり　加速する宇宙ってなに？ * 開催中止

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

学口のすすめ～口福な生活のために～ 歯学研究科
材料の機能で環境を守る 環境科学研究科
地球にやさしいエネルギーと環境・材料技術～太
陽電池・水素・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
English Speech Craft Workshop 電気通信研究所
グリーンテクノロジーのための材料とデバイス 多元物質科学研究所

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座 工学部
グローバル・コミュニケーション

「研究者と学ぶ科学英語実践講座」 全学教育

日本社会・文化Ａ「言語としての手話入門」 全学教育
ぶらりがく for ハイスクール 理学研究科

「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の諸相1. 仙台藩士 /2. 洋学者
　大槻文彦 文学研究科

マルチ人間大槻文彦の諸相－教育学者・大槻文彦 文学研究科
マルチ人間大槻文彦の諸相－大槻文彦と吉野作造 文学研究科
口の健康は長寿社会の要の話 歯学研究科
ラテンアメリカ先住民と文学 国際文化研究科
内科学を科学で考える 加齢医学研究所
次世代放射光施設～高輝度３GeV 級放射光源 多元物質科学研究所
次世代放射光と仙台の未来 多元物質科学研究所
片平キャンパスを通して学ぶ東北大学の歴史 災害科学国際研究所

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】

異文化を理解して、自分を知ろう～文化人類学の
世界～ 文学部

【佐沼高校
（地域開催）】環境の変化に応じて生物はどのように変化するのか？ 理学部

明日のエネルギーを支える ” 電池 ” の技術 工学部
高校生の規範意識の潜在構造：道徳性発達か世代
効果か？ 文学部

【仙台一高
（地域開催）】

先端教育実践 教育学部
近代国家と民放：もう一つの日欧近代史 法学部
歴史のなかの意思決定：イギリス産業革命の事例
から考える 経済学部

講座の名称 実施部局【講師派遣先高校】
物理学の世界：原子を1個1個集めていくと 理学部

【宮城野高校】
化学の世界 理学部
人間と文化の探求－文学部の学びとは？－ 文学部

【仙台三高】

経済学ってなんだろう？ 経済学部
経済学／経済学ってなんだろう：ハンバーガーの
値段から考える 経済学部

放射線治療という選択
～がん治療の更なる最適化を目指して～ 医学部保健学科

脳と機械をつなぐ技術
－ブレイン・マシン・インターフェイス－ 工学部

受精卵と ES 細胞を評価するセンシング技術 工学部
東北大学農学部の紹介および私の研究紹介 農学部
情報はどこまで自由に使えるか？
-- 生活の中の著作権法 -- 法学部

【白石高校】鉄の不思議（ナノ・ミクロ組織の世界） 工学部
「「貧困」とは何か―SDGs が目指すもの―」 農学部
インターネットは民主主義をダメにする？
－インターネットと世論形成 文学部

【石巻高校】
テクノロジーが切り拓く生命・疾患の新理解と医
工学 工学部

生き物が動く「しくみ」を理解するためのロボ
ティックス 工学部

【角田高校】
情報化がもたらす人々への影響・社会への影響 情報科学研究科
聖王舜の兄弟愛をめぐる思想史的考察 文学部

【仙台一高】

情報はどこまで自由に使えるか？ 法学部
時間・空間・計画：地域経済と地域計画 経済学部
光を操る・光で操る－超高速分子の世界－ 理学部
マグマの構造と物性 理学部

「脳科学から見た学びのメカニズム」 医学部医学科
薬学部の紹介－私大薬学と国公立薬学の違い－ 薬学部
医学と工学の融合がひらく新しい世界 工学部
東北大学工学部の紹介と最近の研究紹介
磁石は地球を救う！－将来の私たちの生活と磁石－ 工学部

３次元音空間の収音・操作・創成
～ヒトが音を聴く仕組みを知り、システム作りへ～ 工学部

農学を学ぼう！－食糧生産科学の新たな挑戦－ 農学部
「経済学・経済学×データ科学で AI 時代の勇者を
目指そう」 経済学部

【古川高校】
植物の環境適応性を増強する分子標的剤をつくる 工学部
文学研究への招待－テクスト分析入門講義－ 文学部

【仙台二高】

犯罪と刑罰について考える 法学部
英国の EU 離脱問題 法学部
経済・経営における意思決定：イギリス革命を事
例として 経済学部

材料化学の世界 理学部
ガロアの方程式論入門 理学部

「脳神経領域の新規治療開発」 医学部医学科
くすりをはかる 薬学部
持続可能な未来へつなぐ化学のちから 工学部

「社会環境工学のミッション」 工学部
5G 向け磁気デバイスの創製に向けた高周波磁性
材料の開発 工学部

ものをつなぐマテリアル接着技術
－工業から医療まで－ 工学部

原子・分子からはじめる機械設計 工学部
「育種（品種改良）に役立つ遺伝現象のはなし」 農学部
声と文字の出会いとしての世界の神話 文学部

【仙台青陵高】「酵素はどこにあるのか？
－暮らしの中の酵素とその起源ー」 農学部

「食物アレルギーのはなし」 農学部
北上川フィールドワーク講演会 農学部 【仙台二華高】
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