
平成28年度 東北⼤学社会連携事業実施報告⼀覧

〇開催事業数： 286 （連続講座は開講数をカウント）

部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2016/5/21
東北⼤学⼤学院⽂学研究科と市⺠のセミナー「第15期
有備館講座」（全５回）

主催：東北⼤学⽂学研究科 215

2016/6/4
東北⼤学⼤学院⽂学研究科 市⺠のための公開講座
「第９期 齋理蔵の講座」（全5回）

主催：東北⼤学⽂学研究科 181

2016/11/3 東北⼤学市⺠オープンキャンパス「紅葉の賀」
主催：東北⼤学⽂学研究科、東北⼤学植
物園

350

2016/12/21
⽂学研究科イブニング講座第2回「メトロのカル
チャー」（全3回）

主催：東北⼤学⽂学研究科 60

法学研究科 2016/10/29
「グローバル⼈材」育成を考えるー⾼校・⼤学・企業
の連携を図るためのフォーラム

主催：東北⼤学公共政策⼤学院 30

2016/5/24
第38回プロデューサー塾「仙台市の交流⼈⼝拡⼤に向
けた取り組み」

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター、東北⼤学
経済学部ゼミナール協議会

45

2016/7/6
第39回プロデューサー塾「『⾳声認識』で社会貢献！
未来のコミュニケーション〜『声』でつながる社会
〜」

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター、東北⼤学
経済学部福嶋ゼミナール

2016/7/14
第4回社会イノベーター⼈材育成塾「熊本地震の復興
に向け動き出した経営者・現地リーダーへ『右腕⼈
材』を送り込め！！」

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター

9

2016/9/13
第5回社会イノベーター⼈材育成塾「地域を⽀える取
り組みに資⾦が循環するには？『お⾦の地産地消⽩書
を読む会 in 仙台 』」

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター

8

2016/10/19
第6回社会イノベーター⼈材育成塾「地域⽂化の資源
化−地域を元気にする特産品開発の秘訣」

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター

43

2016/11/2
第7回社会イノベーター⼈材育成塾「すべての⼈が⾃
分らしく暮らせる社会へ」

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター

55

2016/11/15
東北⼤学経済学会講演会「中国経済―経済改⾰におけ
るIMFの役割と中⻑期経済発展の展望」

主催：東北⼤学経済学会

2016/11/18
第8回社会イノベーター⼈材育成塾「ホームレス状態
を⽣み出さない⽇本を⽬指す！若⼿社会起業家の挑戦
『社会起業家として⽣きる』」

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター

8

2017/1/11
第9回社会イノベーター⼈材育成塾『⼆枚⽬の名刺』
〜会社という枠を⼀歩踏み出し始めた社会⼈たち〜

主催：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域
イノベーション研究センター

41

2016/4/23
理学部キャンパスツアーぶらりがく「新元素113番っ
てなあに？」

主催：理学研究科 27

2016/6/25
理学部キャンパスツアーぶらりがく「海をはかる―ロ
ボット観測網アルゴ(Argo)―」

主催：理学研究科 14

2016/7/2
理学部キャンパスツアーぶらりがく「九九表の不思
議」

主催：理学研究科 34

2016/8/9
理学部キャンパスツアー ぶらりがく「市川隆先⽣の
観望会」

主催：理学研究科 21

2016/9/7
理学部キャンパスツアーぶらりがく「うごく植物のは
なし」

主催：理学研究科 27

2016/11/5
理学部キャンパスツアー ぶらりがく 「『じしゃく』
と『ちょうでんどう』のフシギな関係」

主催：理学研究科 41

2016/11/9
理学部キャンパスツアー ぶらりがく「市川隆先⽣の
観望会」

主催：理学研究科

2016/12/10
理学研究科公開サイエンス講座「⽇本で発⾒！113番
新元素―ニホニウム―」

主催：理学研究科 154

2016/12/16
理学部キャンパスツアーぶらりがく「ホタルの光を化
学する！？」

主催：理学研究科 20

2017/1/17
理学部キャンパスツアーぶらりがく「素数のおはなし
〜素数⼤富豪で遊んでみよう〜」

主催：理学研究科 39

⽂学研究科

経済学研究科

理学研究科
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部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2017/2/26 科学で東北を盛り上げ隊！＠⽯巻

主催：やまがた『科学の花咲く』プロ
ジェクト（⼭形⼤学）
共催：⼭形県⽴博物館、NPO法⼈ガリレ
オ⼯房、東京学芸⼤学附属⾼等学校、宮
城県仙台第三⾼等学校、東北⼤学⼤学院
理学研究科、東京⼤学サイエンスコミュ
ニケーションサークルCAST、⼭形⼤学

延べ2574

2016/10/9
第23回 東北⼤学医学祭 東北⼤学病院における医療
安全活動 〜成果と課題

主催：医学研究科

2016/10/9
第23回 東北⼤学医学祭 ⽣活習慣病予防・治療のた
めの ホルモン学のすすめ 〜健康寿命を延ばし認知症
を避けよう！〜

主催：医学研究科

2016/10/9
第23回 東北⼤学医学祭 学び続ける脳〜多様な学び
のしくみを探る〜

主催：医学研究科

2016/10/9
第23回 東北⼤学医学祭 教科書を書く医師から、教
科書に載る医師へ

主催：医学研究科

2016/10/10
第23回 東北⼤学医学祭 癌の⼦どもの未来を⾒据え
た ケアのあり⽅

主催：医学研究科

2016/10/10
第23回 東北⼤学医学祭 認知症の克服 〜今できるこ
と・これから考えるべきこと〜

主催：医学研究科

2016/10/10
第23回 東北⼤学医学祭 感染症から未来を守る 〜抗
菌薬を上⼿に使おう〜

主催：医学研究科

2016/10/10
第23回 東北⼤学医学祭 奇跡のすぐそばにいるとい
うこと〜周産期医療を喋り倒す〜

主催：医学研究科

2016/10/10
第23回 東北⼤学医学祭 発展途上国の現状と国境な
き医師団の活動

主催：医学研究科

2016/11/27
⾚ちゃんの命を守るために〜乳幼児突然死症候群の理
解と予防〜

主催：医学系研究科（クリニカル・スキ
ルスラボ）

80

2016/5⽉〜
2017/3⽉

東北⼤学⾶翔型「科学者の卵養成講座」 全11回

主催：東北⼤学、後 援：宮城県教育委員
会・福島県教育委員会・岩⼿県教育委員
会・⼭形県教育委員会・⻘森県教育委員
会・秋⽥県教育委員会・栃⽊県教育委員
会・埼⽟県教育委員会・仙台市教育委員
会・群⾺県教育委員会・横浜市教育委員
会・朝⽇新聞仙台総局・ＮＨＫ仙台放送
局・河北新報社・Date. fm・TBC 東北放
送・福島⺠報社・読売新聞東北総局・⼭
形新聞・⼭形放送・岩⼿⽇報社・秋⽥魁
新報社・東奥⽇報社
（国⽴研究開発法⼈ 科学技術振興機構
「グローバルサイエンスキャンパス」の
委託事業）

2016/7/20-22 平成28年度公開講座「近代技術史学」 主催：⼯学研究科

2016/7/28,29 平成28年度公開講座「エネルギーデバイス⼯学」 主催：⼯学研究科

2016/7/30 平成28年度公開講座「社会基盤施設の現状と課題」 主催：⼯学研究科

2016/8/1,2 平成28年度公開講座「電気エネルギーシステム⼯学」 主催：⼯学研究科

2016/8/1,2 平成28年度公開講座「応⽤物理⼯学特論」 主催：⼯学研究科

2016/8/1-3
平成28年度公開講座「地球の未来を拓くグリーンナノ
テクノロジー」

主催：⼯学研究科

2016/8/1-5 平成28年度公開講座「技術適応計画特論」 主催：⼯学研究科

2016/8/4
平成28年度公開講座「建築構造における最新の設計
法」

主催：⼯学研究科

2016/8/17-19
平成28年度公開講座「福島事故以降の安全学につい
て」

主催：⼯学研究科

2016/9/14-17 平成28年度公開講座「軽⽔炉安全セミナー」 主催：⼯学研究科

医学系研究科

⼯学研究科
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部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2017/2/4 東北⼤学第3回公開講座『今、エネルギーを考える』

主催：⼯学研究科量⼦エネルギー⼯学専
攻
共催：流体科学研究所/⽇本保全学会 東
北・北海道⽀部

2016/6/29
川渡フィールドセンター開放講座2016「いのちのき
らめき発⾒博⼠ ミニ講座・朝摘みブルーベリー＆
ジャム作り体験」

主催 ： 農学研究科附属複合⽣態フィー
ルド教育研究センター、コンポスト総合
科学研究プロジェクトチーム
共催 ： 東北⼤学⼤学院農学研究科東北
復興農学センター、特定⾮営利活動法⼈
まちづくり政策フォーラム

2016/7/17
川渡フィールドセンター開放講座2016「いのちのき
らめき発⾒博⼠☆ウシのきらめき☆」

主催 ： 農学研究科附属複合⽣態フィー
ルド教育研究センター、コンポスト総合
科学研究プロジェクトチーム
共催 ：農学研究科東北復興農学セン
ター、特定⾮営利活動法⼈まちづくり政
策フォーラム

2016/8/5
第52回東北⼤学農学カルチャー講座「夏、農学部で
⾷・ウイスキー・スイーツの科学トークを楽しむ」

主催：農学研究科、（公財）翠⽣農学振
興会

2016/10/1

東北⼤学PICS(コンポスト総合プロジェクト)公開セミ
ナー
東北⼤学川渡フィールドセンター開放講座2016「暮
らしと農業を⽀える微⽣物の不思議」

主催：農学研究科附属
複合⽣態フィールド教育研究センター、
コンポスト総合科学研究プロジェクト
チーム
共催：東北⼤学⼤学院農学研究科東北復
興農学センター、特定⾮営利活動法⼈ま
ちづくり政策フォーラム

2017/3/18
宮城⽔産復興連携協議会主催公開シンポジウム「震災
と海-これからの漁業と養殖業-」

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：東北マリンサイエンス拠点形成事
業、⼥川フィールドセンター

2016/6/5
ムカシのミライ−プロセス考古学×ポストプロセス考
古学−

主催：⽇本学術振興会 課題設定による先
導的⼈⽂・社会科学研究推進事業「歴史
科学諸分野の連携・総合による⽂化進化
学の構築」、学際科学フロンティア研究
所「考古学理論・実践の歴史・哲学的考
察に基づく⼈⽂学の哲学の基盤構築（若
⼿研究 B No.16K16685）

40

2016/6/6
考古資料展⽰開催記念対談 松⽊武彦×五⼗嵐太郎
「先史のメディア論」

主催：学際科学フロンティア研究所、⼯
学部建築・社会環境⼯学科、⽂学研究科

40

2016/9/22
-10/14

東北⼤学考古資料展⽰「先史のかたち―連鎖する⼟器
群めぐり」

主催：学際科学フロンティア研究所、⼯
学部建築・社会環境⼯学科、⽂学研究科

600

2016/10/28
第1回川内茶会セミナー「オンライン実験で迫る、ヒ
トの社会的学習と集合⾏動」

主催：学際科学フロンティア研究所 10

2016/12/22
-12/28

ひらめき☆ときめきサイエンス「もしも君が杜の都で
天⽂学者になったら。。。2016（もし天2016）」

各⽇16

2016/12/28
ひらめき☆ときめきサイエンス「もしも君が杜の都で
天⽂学者になったら。。。2016（もし天2016）」
（最終⽇・研究成果発表会）

30

2016/12/26
社会動態セミナー＆第2回川内茶会セミナー「不平等
の起源をさぐる」

主催：学際科学フロンティア研究所(領域
創成研究プログラム「社会の興亡に格差
が与える影響：考古学データによる社会
学的格差理論の構築」)

30

農学研究科

学際科学フロンティア研究所

主催：理学研究科天⽂学専攻、学際科学
フロンティア研究所
共催：仙台市天⽂台、宮城教育⼤学
後援：宮城県教育委員会、⽇本学術振興
会ひらめき☆ときめきサイエンス
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部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2017/1/23

科学技術⼈材育成コンソーシアム連携シンポジウム
「学の⽣態系（エコシステム）：⽣存戦略としての再
構築」

主催：東北⼤学学際科学フロンティア研
究所
共催：連携型博⼠⼈材総合育成システム
の構築（北海道⼤学）、計算物質科学⼈
材育成コンソーシアム（東北⼤学）、京
阪神次世代グローバル研究リーダー育成
コンソーシアム（京都⼤学）

50

2017/2/17
社会動態セミナー「⼈類社会における不平等の⽣成と
発達」

主催：学際科学フロンティア研究所(領域
創成研究プログラム「社会の興亡に格差
が与える影響：考古学的データによる社
会学的格差理論の構築」)

50

2016/5/27
東北⼤学東北アジア研究センター
第1回共催講演会「中国環境汚染の政治経済学」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

20

2016/7/22
東北⼤学東北アジア研究センター
第2回共催講演会「環境問題と中国社会の今」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

22

2016/7/25
センター共同研究「東⽇本⼤震災後のコミュニティ再
⽣・創⽣プロセスと持続可能性に関する実証的共同研
究」2016年度第1回研究会

主催：東北⼤学東北アジア研究センター
共同研究

2016/8/3
東北⼤学東北アジア研究センター
第3回共催講演会「新『環境保護法』実施1年の成果と
課題」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

22

2016/9/15
東北⼤学東北アジア研究センター
第4回共催講演会「中国における温室効果ガス排出取
引制度の現状と課題」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

25

2016/10/30
東北⼤学東北アジア研究センター
第5回共催講演会「中国⻩⼟⾼原⼤同市における植林
ボランティアの活動が環境政策に与えた影響」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

12

2016/11/25
東北⼤学東北アジア研究センター
第6回共催講演会「中国⼭⻄省の⽯炭採掘と富・災難
の分配」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

15

2016/12/3

⼈間⽂化研究機構 北東アジア地域研究推進事業東北
⼤学東北アジア研究センター拠点
国際シンポジウム北東アジアの環境：⽂化的認識と政
策的関与 北東アジアの環境：⽂化的認識と政策的関
与 Sec.A-B

主催：東北アジア研究センター 61

2016/12/4

⼈間⽂化研究機構 北東アジア地域研究推進事業
東北⼤学東北アジア研究センター拠点
国際シンポジウム北東アジアの環境：⽂化的認識と政
策的関与
北東アジアの環境：⽂化的認識と政策的関与 Sec.C

主催：東北アジア研究センター 29

2016/12/4

⼈間⽂化研究機構 北東アジア地域研究推進事業 東北
⼤学東北アジア研究センター拠点
国際シンポジウム北東アジアの環境：⽂化的認識と政
策的関与 北東アジアの環境：⽂化的認識と政策的関
与 公開講演会

主催：東北アジア研究センター 70

2016/12/5
東北⼤学東北アジア研究センター
第7回共催講演会「中国の気候変動政策・国際交渉ポ
ジション策定の実情」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

20

2016/12/23

センター共同研究「東⽇本⼤震災後のコミュニティ再
⽣・創⽣プロセスと持続可能性に関する実証的共同研
究」2016年度第2回研究会 共同研究「東⽇本⼤震災後
のコミュニティ再⽣・創⽣プロセスと持続可能性に関
する実証的共同研究」

主催：東北⼤学東北アジア研究センター
共同研究

20

2016/12/17
伊達市噴⽕湾⽂化研究所・東北⼤学東北アジア研究セ
ンター 第7回学術交流連携講演会「アーカイブされた
情報を読み解く −⽣態学と歴史学の最先端−」

主催： 伊達市噴⽕湾⽂化研究所・東北⼤
学東北アジア研究センター

60

東北アジア研究センター

4



部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2017/2/10
⽇露ワークショップ：Asian Studies at NSU and TU,
II.

主催：ロシア交流推進室、東北アジア研
究センター、⽂学研究科、国際⽂化研究
科

25

2017/2/11,12

東北アジア研究センターシンポジウム
（上廣歴史資料学研究部⾨開設5周年記念）
「歴史資料学と地域史研究」

主催：東北アジア研究センター
後援：東北⼤学学際重点研究「世界発信
する国際⽇本学・⽇本語研究拠点形成」
プロジェクト／東北⼤学災害科学国際研
究所／ NPO 法⼈宮城歴史資料保全ネッ
トワーク／科研費基盤研究（Ｂ）「巨⼤
災害に対応しうるネットワーク型歴史資
料保全システム構築のための実践的研
究」グループ／科研費挑戦的萌芽研究
「歴史資料保全活動の⼼理社会的影響に
関する調査研究」グループ

300

2017/3/9
⼈間⽂化研究機構 北東アジア地域研究推進事業 国際
シンポジウム
モンゴルと⽇本の⾃然災害と⾃然資源利⽤

主催：⼈間⽂化研究機構 北東アジア地
域推進事業 東北⼤学東北アジア研究セ
ンター拠点
共催：北海道⼤学スラブ・ユーラシア研
究センター拠点

13

2017/3/30
東北⼤学東北アジア研究センター
第 8 回共催講演会 「中国のエネルギー・気候変動政
策の最前線」

主催：東北アジア研究センター、中国環
境問題研究会

18

2016/4/21 第1回乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 9
2016/5/19 第2回乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 13
2016/5/21 おしごトークin東北⼤学病院 主催：東北⼤学病院 51

2016/5/29
第7回東北⼤学病院からだの教室「やってみよう！ア
ウトドアファーストエイド」

主催：東北⼤学病院
後援：宮城県、仙台市、宮城県医師
会、仙台市医師会

24

2016/5/31
第12回 健康講座「煙のない世界へ。〜⼤切な健康を
皆様とともに〜」

主催：東北⼤学病院 約30

2016/6/10 おしごトークin東北⼤学病院 主催：東北⼤学病院 4
2016/6/23 第３回乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 3

2016/6/25
第14回東北⼤学病院市⺠公開講座「いつでも楽しく⾷
べるために〜摂⾷嚥下障害への取り組み〜」

主 催 ： 東北⼤学病院
後 援 ： 宮城県、仙台市、宮城県医
師会、仙台市医師会、河北新報社

530

2016/7/8 おしごトークin東北⼤学病院 主催：東北⼤学病院 2
2016/7/21 第4回乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 8

2016/7/30
第8回 からだの教室 「部活で役⽴つトレーニング術
〜⾝体（からだ）を知って強くなる！〜」

主催：東北⼤学病院
後援：宮城県教育委員会、仙台市教
育委員会、宮城県医師会、仙台市医
師会

40

2016/9/9 おしごトークin東北⼤学病院 主催：東北⼤学病院 4
2016/9/14 第5回乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 5

2017/10/13 第6回乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 4
2016/10/20 第13回 健康講座「喫煙と肺癌のリスクについて」 主催：東北⼤学病院 約30
2016/10/21 おしごトークin東北⼤学病院 主催：東北⼤学病院 2

2016/11/13
第15回東北⼤学病院市⺠公開講座「看護の現場をのぞ
いてみませんか」

主催：東北⼤学病院
後援：宮城県、仙台市、宮城県医師
会、仙台市医師会、公益社団法⼈宮
城県看護協会、河北新報社

368

2016/11/17 乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 10

5



部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2016/11/20 さよならバイキンだいさくせん

主催：Smile Future JAPAN、共催：
医学⽣研修医ネットこどもどこ(⽇本
外来⼩児科学会)、東北⼤学病院総合
感染症科、東北⼤学病院⼩児科
後援：医学研究科・医学部、仙台市
医師会

2016/12/15 乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 8
2017/1/13 おしごトークin東北⼤学病院 主催：東北⼤学病院 3

2017/1/14 my 硯づくり in 東北⼤学病院
主催：東北⼤学病院
共 催：⼀般社団法⼈ ⾵の環

約20

2017/1/19 乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 4
2017/1/31 第1回東北⼤学病院 肝臓病教室 主催：東北⼤学病院 8

2017/2/4
公開シンポジウム「これからの地域包括ケアと総合診
療医への期待」

主催：東北⼤学病院、東北⼤学⼤学
院医学系研究科
後援：宮城県、仙台市、宮城県医師
会、東北医科薬科⼤学、宮城県ケア
マネジャー協会

192

2017/2/16 乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 3

2017/3/3
がん患者さんと⽀援のための市⺠公開講座「キレイは
⽣きる⼒になる！」

主催：東北⼤学病院がん診療相談
室、東北がんプロフェッショナル養
成推進プラン
後 援：がん患者会・サロン ネット
ワーク みやぎ

43

2017/3/6
第4回 廊下でふらっと医学教室「もしかしたら緑内
障？早期発⾒で失明を予防しよう」

主催：東北⼤学病院 約20

2017/3/12
第10回東北⼤学病院からだの教室「定年までに⾝につ
けたい眠りの極意」〜睡眠の専⾨家と考える、いま、
準備すべきこと〜

主催：東北⼤学病院、医学系研究
科・医学部

30

2017/3/13 乳がんサロン 主催：東北⼤学病院 2

2017/3/22
第5回 廊下でふらっと医学教室「知って安⼼、てんか
んと就労」

主催：東北⼤学病院 約30

2017/3/23
【廊下でふらっと】第14回 健康講座「禁煙外来につ
いて」

主催：東北⼤学病院 約30

2017/3/28 第2回東北⼤学病院 肝臓病教室 主催：東北⼤学病院 10

2016/10/26
平成28年度外交講座「⽇本とASEAN―グローバル化
の中の東南アジア外交―」

主催：国際⽂化研究科 43

2016/11/
5,12,19

第23回公開講座「国際⽂化基礎講座」『ことばは⾯⽩
い！』（全3回）

主催：国際⽂化研究科
後援：仙台市教育委員会

61

2016/12/23 公開講演会「⼟中より現れいづる仙台城の⾯影」

主催:国際⽂化研究科
共催:仙台市教育委員会、東北⼤学埋蔵⽂
化財調査室、東北⼤学考古科学技術研究
会

63

2016/4/16
第13回 情報リテラシー連続セミナー「⽂部科学省に
よる教育情報化施策の最新動向」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

2016/5/28
第14回情報リテラシー連続セミナー「情報社会のこれ
からの進展と社会や⽣活の変化」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

2016/7/23
第15回情報リテラシー連続セミナー「⾼等学校の教科
情報では何がどう教えられているか」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

2016/9/3
第16回情報リテラシー連続セミナー「教員を⽀える
ICT⽀援員の業務の実際」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

2016/10/29
第17回情報リテラシー連続セミナー「ディジタルコン
テンツからフィジカルコンテンツへ 先端メディアサ
イエンスの世界」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

病院

国際⽂化研究科

6



部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2016/12/1
第1回 ⼈⼯知能学研究会 「知的情報処理の最前線：ス
パースモデリング vs 深層学習」

主催：情報科学研究科

2016/12/3
第18回情報リテラシー連続セミナー「学校の情報化の
コツは何か」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

2017/1/28
第19回情報リテラシー連続セミナー「プログラミング
教育の先」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

2017/2/18
⼤学院情報科学シンポジウム「『情報科学』から『⾏
動の因果』を考える」―"みなもと"を探る。"あらわ
れ "を読み解く。―

主催：情報科学研究科

2017/2/21
第2回⼈⼯知能学研究会「⾝体化された視知覚̶⼈間
の視知覚処理における⾝体の影響̶」「Webメディア
からの画像理解」

主催：情報科学研究科

2017/3/11
第20回情報リテラシー連続セミナー「必要な情報を⾒
抜いて問題解決する算数の授業づくり」

主催：情報科学研究科情報リテラシー教
育プログラム

2016/4/5

東北⼤学⼤学院環境科学科本館（新棟）＆せんだい環
境学習館たまきさんサロン
開所式 記念講演会・公開座談会「ふるさとの声を聞
く―過去から未来へつなげる⼿法―」

主催：環境科学研究科、仙台市環境局 167

2016/5/7
【仙台市環境学習館たまきさんサロン・サロン講座】
浄⽔場の廃泥⼟をリサイクル〜⼟を作り植物を育てて
みよう〜

主催：仙台市環境局
共催：環境科学研究科

21

2016/5/21
【仙台市環境学習館たまきさんサロン・サロン講座】
電化製品に使われる⾦属とそのリサイクル〜携帯電話
の中はどうなっている？〜

主催：仙台市環境局
共催：環境科学研究科

9

2016/5/27 第41回環境フォーラム
主催：東北⼤学⼤学院環境科学研究科、
NPO 法⼈環境エネルギー技術研究所

30

2016/6/5

【仙台市環境学習館たまきさんサロン・サロン講座】
連続講座―遺構と記録に学ぶ― 天保6年、仙台を
襲った⼤洪⽔−飢餓に埋もれた歴史災害と社会への影
響−

主催：仙台市環境局
共催：環境科学研究科

33

2016/9/15-17 リカレント公開講座 地球環境計測学（全3回） 主催：環境科学研究科 6

2016/9/24
【仙台市環境学習館たまきさんサロン・サロン講座】
⾻を修復するセラミックス〜セメントが⻭や⾻にな
る？〜

主催：仙台市環境局
共催：環境科学研究科

9

2016/11/11
第42回環境フォーラム / 第11回SFTEEセミナー「地
球温暖化と気象」

主催：環境科学研究科 50

2016/11/22 次世代エネルギーフォーラム in ⽯巻 主催：環境科学研究科 50

2016/12/9
東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクト 次
世代エネルギーシンポジウム −研究成果の最終報告
−

主催：環境科学研究科 120

2016/12/17
【仙台市環境学習館たまきさんサロン・サロン講座】
トナカイ遊牧⺠への旅、⽑⽪⺠具のてざわりとともに

主催：仙台市環境局
共催：環境科学研究科

22

医⼯学研究科 2016/8/2,3
平成 28 年度ひらめき☆ときめきサイエンスプログラ
ム「遺伝暗号を学ぶ DNA ストラップ作製＆ 医療⼯学
に触れる内視鏡⼿術体験＠ 医⼯学研究科」

主催：独⽴⾏政法⼈ ⽇本学術振興会
共催：医⼯学研究科

29

2016/9/20
ものづくり基礎講座第47回技術セミナー 「基礎から
の⾦属材料」

主催：⾦属材料研究所附属産学官広域連
携センター、兵庫県⽴⼤学ナノ・マイク
ロ構造科学研究センター
共催：兵庫県⽴⼤学⾼度⽣産加⼯技術研
究センター匠の技プロジェクト、兵庫県
⽴⼯業技術センター
後援：財団法⼈⼤阪産業振興機構

31

情報科学研究科

環境科学研究科
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部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2017/3/3
ものづくり基礎講座第48回技術セミナー 「⾦属ガラ
スに関する公開講座のご案内」

主催：⾦属材料研究所関⻄センター、兵
庫県⽴⼤学ナノ・マイクロ構造科学研究
センター、⽇本材料学会⾦属ガラス部⾨
委員会
共催：兵庫県⽴⼯業技術センター
後援：財団法⼈⼤阪産業振興機構、粉体
粉末冶⾦協会⾦属ガラス・ナノ⾦属結晶
材料委員会

27

2017/3/29
ものづくり基礎講座第49回技術セミナー「⾦属の魅⼒
をみなおそう 第三編 観察・分析編 第1回 組織
観察」

主催：⾦属材料研究所附属産学官広域連
携センター
共催：MOBIO（ものづくりビジネスセン
ター⼤阪）、公益財団法⼈⼤阪産業振興
機構
協賛：公益社団法⼈⽇本⾦属学会、⼤阪
府⽴⼤学２１世紀科学研究機構ものづく
りイノベーション研究所

59

2016/10/1
市⺠公開講座「がんプロフェッショナルによるがん医
療最前線」

主催：東北がんプロフェッショナル養成
推進プラン

130

2016/10/12
東北⼤学加齢医学研究所 スマート・エイジング学際
研究重点拠点開所記念シンポジウム

主催：加齢医学研究所 140

2017/3/10
第2回スマート・エイジング学際研究重点拠点シンポ
ジウム

主催：加齢医学研究所 90

2017/3/25
第8回市⺠公開講座「知っておきたい抗がん剤治療〜
これからの抗がん剤治療を考える〜」

主催：宮城県がん診療連携協議会化学療
法部会・みやぎ県南中核病院
共催：T-CORE

123

⽣命科学研究所 2017/2/15
作物の明⽇を考える × 東北⼤学サイエンスカフェ
「世界の⼈⼝を養う技術―作物のゲノム編集って
何？」

主催：東北⼤学⽣命科学研究科
後援：東北⼤学
協⼒ ：(株)三菱化学テクノリサーチ

2016/7/17
多元研サイエンスワールド2016 たんけんっ！たげん
けん！（サイエンスデイ2016）

主催：特定⾮営利活動法⼈ natural
science
共催：東北⼤学、多元物質科学研究所、
他

9,612
（全体）

2016/10/27
多元物質科学研究所 イノベーション・エクスチェン
ジ2016

主催：多元物質科学研究所
後援：宮城県、仙台市、みやぎ⼯業会

114

2016/5/20
第35回IRIDeS⾦曜フォーラム
「防災教育：実践とその評価」

主催：災害科学研究所 41

2016/5/21
第12回防災⽂化講演会「これからの⾃主防災組織を気
仙沼から考える」

主催：災害科学国際研究所
共催：気仙沼市

80

2016/6/24 災害科学国際研究所⼀般⾒学会（第2回） 主催：災害科学研究所 14

2016/6/24
第36回IRIDeS⾦曜フォーラム
「ネパール地震(2015年4⽉)の復興とその⽀援」

主催：災害科学研究所 41

2016/7/10
災害科学国際研究所「平成27年度特定プロジェクト研
究成果報告会」

主催：災害科学研究所 100

2016/7/16
第13回 防災⽂化講演会「津波研究のいまとこれか
ら」

主催： 災害科学国際研究所
共催： 気仙沼市

64

2016/7/22
第38回IRIDeS⾦曜フォーラム
「 防災における学際連携・産官学連携 」

主催：災害科学研究所 35

2016/8/7
ともに考える防災の未来−私たちの仙台防災枠組講座
シリーズ「市⺠のための防災枠組を学ぶ」

主催：災害科学研究所、仙台市 50

2016/8/19
ひらめき☆ときめきサイエンス「ことば・⼼・コミュ
ニケーション」

主催：災害科学国際研究所
後援：⽇本学術振興会ひらめき☆ときめ
きサイエンス

30

2016/8/26 災害科学国際研究所⼀般⾒学会（第3回） 主催：災害科学研究所 4

2016/8/26
第39回IRIDeS⾦曜フォーラム
「内陸活断層型の地震と災害」

主催：災害科学研究所 37

多元物質研究所

加齢医学研究所

⾦属材料研究所

8



部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2016/8/27

第１回 防災推進国⺠⼤会 東京海上グループ・東北⼤
学 産学連携フォーラム 「安⼼・安全を未来につなぐ-
東⽇本⼤震災等で得られた教訓は活かされているか？
-」

主催：東京海上⽇動⽕災保険株式会社、
災害科学国際研究所
協⼒：東京海上⽇動リスクコンサルティ
ング株式会社

98

2016/9/3
ともに考える防災の未来−私たちの仙台防災枠組講座
シリーズ第2回「優先⾏動とステークホルダーの役
割」

主催：災害科学国際研究所、仙台市 78

2016/9/17
第14回防災⽂化講演会「⽣活の楽しみであった⽣業の
復興」

主催：災害科学研究所 25

2016/9/23
第40回IRIDeS⾦曜フォーラム
「2015年9⽉関東・東北豪⾬に関する研究：1年間の
総括と2016年台⾵10号緊急報告」

主催：災害科学研究所 61

2016/10/28 災害科学国際研究所⾒学会（第４回） 主催：災害科学研究所 7

2016/10/28
第41回IRIDeS⾦曜フォーラム
「地域連携の実相」

主催：災害科学研究所 45

2016/11/19
第15回 防災⽂化講演会「伝統をつなぐ―⾃然・災害
の中で⽣きていく知恵―」

主催:東北⼤学災害科学国際研究所
共催：気仙沼市

35

2016/11/25
第42回IRIDeS⾦曜フォーラム
「災害医学の可能性」

主催：災害科学研究所 31

2016/12/10
ともに考える防災の未来−私たちの仙台防災枠組講座
シリーズ第3回「国際間・市⺠間での協⼒とパート
ナーシップ」

主催：災害科学国際研究所、仙台市 58

2017/1/20 東⽇本⼤震災アーカイブ国際シンポジウム
主催：災害科学国際研究所 国⽴国会図書
館

170

2017/1/21 第16回 防災⽂化講演会「災害と健康・医学」
主催:東北⼤学災害科学国際研究所
共催：気仙沼市

35

2017/1/21
ともに考える防災の未来−私たちの仙台防災枠組講座
シリーズ「じぶん防災⾏動 特別講座」

主催：災害科学国際研究所、仙台市 70

2017/1/27
第17回防災⽂化講演会（平成28年度「気仙沼市防災
フォーラム」〜市⺠みんなで考える防災〜）

主催：東北⼤学災害科学国際研究所
共催：気仙沼市

150

2017/1/27
第43回IRIDeS⾦曜フォーラム
「プロジェクトエリア・ユニット研究の視座（（場、
情報、⼈・組織）」

主催：災害科学国際研究所、国⽴国会図
書館

45

2017/2/24 災害科学国際研究所⾒学会（第5回）
主催：災害科学国際研究所、国⽴国会図
書館

67

2017/2/24
第44回IRIDeS⾦曜フォーラム
「プロジェクトエリア・ユニット研究の視座（もの、
総合減災、健康）」

主催：災害科学国際研究所、国⽴国会図
書館

56

2017/2/27 第１回実践的防災学シンポジウム
主催：災害科学国際研究所、国⽴国会図
書館

60

2017/3/4
シンポジウム「歴史をつなぐ、⼈をつなぐ―旧気仙郡
における被災史料保全活動―」

主催：災害科学国際研究所共同研究助成
「岩⼿県沿岸部における災害史料の整
理・アーカイブと災害研究」研究グルー
プ
共催：歴史資料ネットワーク、NPO法⼈
宮城歴史資料保全ネットワーク、三陸ジ
オパーク推進協議会、科学研究費補助⾦
基盤研究S「災害⽂化形成を担う地域歴
史資料学の確⽴―東⽇本⼤震災を踏まえ
て」研究グループ、防災・減災から都市
レジリエンス学の構築「記憶継承による
災害⽂化形成に向けた⽂理融合研究―災
害史料を活⽤して―」研究グループ

20

2017/3/12
東⽇本⼤震災６周年シンポジウム「災害研の活動と新
たな⼀歩」

主催：災害科学国際研究所
共催：グローバル安全学トップリーダー
育成プログラム

250

2016/7/10
⼩中⾼⽣のための宇宙科学講演会「地球外サンプルリ
ターンミッションの新⻩⾦時代」

主催：東北⼤学知の創出センター

災害科学国際研究所
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部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2016/7/18
Tohoku Forum for Creativity Thematic Program 2016
Earth and Planetary Dynamics 市⺠講演会「スー
パーエルニーニョと異常気象」

主催：東北⼤学知の創出センター

2016/10/15,16
東北⼤学知のフォーラム特別企画「明⽇をソウゾウす
るあなたへ 〜⼥性科学者への道案内〜」

主催：東北⼤学研究推進・⽀援機構知の
創出センター
共催：東北⼤学男⼥共同参画推進セン
ター（TUMUG）東京エレクトロン株式
会社

21

2016/12/4
特別講演会「⽀倉常⻑の⽇仏航海とはやぶさの宇宙航
海」

主催：東北⼤学知の創出センター
Supported by 東京エレクトロン
共催：東北⼤学、⽯巻市、⽯巻市教育委
員会、宮城県慶⻑使節船ミュージアム
後援：JAXA、⼀般社団法⼈ ⽇本航空宇
宙学会

2017/3/10
知のフォーラムスペシャルレクチャー Sven Lidin教授
講演会「ノーベル賞の歴史と将来」

主催：東北⼤学知の創出センター

2017/3/25
知のフォーラム 市⺠講演会 認知症ゼロ社会を⽬指し
て

主催：東北⼤学知の創出センター、東北
⼤学加齢医学研究所
共催：東京エレクトロン株式会社

2016/5/1 ベガッ太と遊ぼう！
主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

69

2016/6/29
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
富⾕町 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

86

2016/7/20
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
塩竈市 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

42

2016/7/27
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
利府町 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

34

2016/8/1
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
⼤崎市 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

25

2016/8/24
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
登⽶市 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

24

2016/9/2
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
蔵王町 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

30

2016/9/14
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
名取市 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

36

2016/9/28
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
村⽥町 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

21

2016/10/7
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
⼤郷町 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

16

2016/10/30 こどもけんこうまつり
主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構、東北⼤学病院

276

2016/10/31
東北⼤学東北メディカル・メガバンク機構
⻑期健康調査事業 地域住⺠コホート調査
⼤河原町 結果報告会

主催：東北⼤学 東北メディカル・メガバ
ンク機構

11

2016/7/27,28 平成28年度東北⼤学オープンキャンパス 主催：東北⼤学

2016/12/11
⾼校⽣のための進学・留学イベント「Go Global
Japan Expo 2016」

主催：⽂部科学省、東北⼤学（「経済社
会の発展を牽引するグローバル⼈材育成
⽀援」東⽇本第⼀ブロック）

133

知の創出センター

東北メディカル・メガバンク機構

教育・学⽣⽀援部
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部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2016/6/10
⽇EUフレンドシップウィーク展⽰「EUと宇宙」記念
講演会

主催：東北⼤学附属図書館本館

2016/12/12
-2017/2/10

附属図書館 ⽇本の国連加盟60周年展⽰「⽇本と国連
の歩み」〜東北から世界を変えよう〜

主催：東北⼤学附属図書館
協⼒：国連広報センター

2016/12/13
附属図書館 ⽇本の国連加盟60周年展⽰「⽇本と国連
の歩み」記念講演会

主催：東北⼤学附属図書館
協⼒：国連広報センター

東北⼤学史料館 2016/11/3 史料館講座「学都仙台と斎藤報恩会」 主催：東北⼤学史料館

2016/4/22
第127回東北⼤学サイエンスカフェ「触覚を伝えるイ
ンタフェース〜触れる・体感する未来の情報通信〜」

主催：東北⼤学 86

2016/5/13
第40回東北⼤学リベラルアーツサロン「地球の成り⽴
ちと地球環境 問題に関する学際的検討」 主催：東北⼤学 52

2016/5/27
第128回東北⼤学サイエンスカフェ「ちりも積もれば
病気になる？ ⽣体応答の鈍化と加齢疾患」

主催：東北⼤学 110

2016/6/17
第41回東北⼤学リベラルアーツサロン「『男⼥共同参
画の経済科学』〜義務ではなく経済・経営戦略として
考える男⼥共同参画〜

主催：東北⼤学 63

2016/6/24
第129回東北⼤学サイエンスカフェ「⼼の働きの多様
性を科学する〜⽬から脳の働きを探る試み〜」 主催：東北⼤学 100

2016/7/6
第130回東北⼤学サイエンスカフェ「取説『カガク
ブッシツ』〜正しく知ろう化学物質〜」

主催：東北⼤学 63

2016/7/15
第42回東北⼤学リベラルアーツサロン 「動物と倫理
学」

主催：東北⼤学 72

2016/7/27,28 オープンキャンパス for ⼥⼦⾼校⽣ 2016

主催：東北⼤学男⼥共同参画推進セン
ター
共催：東北⼤学⼤学院理学研究科・理学
部

約200

2016/8/26
第131回東北⼤学サイエンスカフェ「みんなが知らな
い『磁⽯の秘密』」

主催：東北⼤学 76

2016/9/3
市⺠のためのサイエンス講座2016「⽕⼭噴⽕の謎に
迫る〜巨⼤地震と東北の噴⽕予知〜」

主催：東北⼤学、東北⼤学総合学術博物
館、読売新聞東京⽀社

300

2016/9/24
ナショジオ オープンキャンパス2016〜ココリコ⽥中
の動物これ知ってた？〜トークショー

主催：FOXネットワークス株式会社
共催：東北⼤学、東北⼤学総合学術博物
館

約100

2016/9/30
第132回東北⼤学サイエンスカフェ「触媒の作り⽅と
使い⽅ 〜触媒は⾝の回りでひそかに働いている〜」

主催：東北⼤学 78

2016/10/1
第15回公共建築賞受賞記念東北⼤学サイエンスカ
フェ・スペシャル「⾳響学と⾳楽のひととき」

主催：東北⼤学
協⼒：せんくら事務局

141

2016/10/7
第43回東北⼤学リベラルアーツサロン「郷⼟芸能×デ
ジタル」

主催：東北⼤学 56

2016/10/21
第133回東北⼤学サイエンスカフェ「産まれる前から
⼼電図 〜胎児⼼電図を病室内で  測れるようにする
〜」

主催：東北⼤学 53

2016/11/11
第44回東北⼤学リベラルアーツサロン「江⼾の学び〜
近世庶⺠の学習世界〜」

主催：東北⼤学 48

2016/11/18
第134回東北⼤学サイエンスカフェ「インフラって何
だろう？〜暮らしを⽀える縁の下の⼒持ち〜」

主催：東北⼤学 81

2016/12/14
第135回東北⼤学サイエンスカフェ「Cubic Earth 〜
もしも地球が   ⽴⽅体だったら〜」

主催：東北⼤学 64

2017/1/13
第136回東北⼤学サイエンスカフェ「知的コンピュー
ティングが 拓く医療の世界」

主催：東北⼤学 60

2017/1/20
第45回東北⼤学リベラルアーツサロン「なぜグローバ
ル企業の トップに抜擢されるのか？ 〜インド⼈の
「能⼒」と「脳⼒」〜」

主催：東北⼤学 54

附属図書館

総務企画部
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部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2017/1/21
ともに考える防災の未来―私たちの仙台防災枠組講座
シリーズ「⼤⼈も⼦どもも ともに学ぼう じぶん防災
⾏動」

主催：東北⼤学、東北⼤学災害科学国際
研究所、仙台市

約80

2017/1/29
第13回東北⼤学男⼥共同参画シンポジウム「男性性を
問う」

主催：東北⼤学男⼥共同参画委員会 157

2017/2/4 東北講演会「我が死⽣観」
主催：学⼠会
共催：東北⼤学、東北⼤学萩友会
後援：河北新報社・NHK 仙台放送局

142

2017/2/24
第137回東北⼤学サイエンスカフェ「アレルギーにな
る仕組み、くすりが効く仕組み」

主催：東北⼤学 89

2017/2/24 セミナー「研究職の魅⼒を伝える」
主催：東北⼤学男⼥共同参画推進セン
ター

約40

2017/3/4
東北⼤学サイエンスカフェ・mini「○○×ＡＩ〜⼈⼯
知能のイマ・カコ・ミライ〜 」

主催： S-café Sugars（東北⼤学サイエ
ンスカフェ学⽣ボランティア）
共催：東北⼤学総務企画部

13

2017/3/17
第138回東北⼤学サイエンスカフェ「プレートテクト
ニックな宝⽯ 〜美しく輝ける「⽯」と地球史〜」

主催：東北⼤学 80

2017/3/18
東北みらいプロジェクトレクチャーシリーズ 「⾎圧
管理で健康⻑寿」

主催：東北みらいプロジェクト（東北⼤
学、河北新報社）

約300

2017/3/25
男⼥共同参画セミナー 研究者って何？「留学・海外
滞在」編

主催：東北⼤学男⼥共同参画推進セン
ター

約40

総⻑室 2017/3/9
東北⼤学災害復興新⽣研究機構シンポジウム「未来を
創造する次世代の⼒」

主催：東北⼤学
後援：⽂部科学省

300

国際交流課 2016/11/23
岸⽥外務⼤⾂と語る：⼒強く復興している東北の魅⼒
をグローバルに発信するには

主催：外務省
共催：東北⼤学，河北新報社

313

2016/8/3
計る、測る、量る！いろいろなセンサー 体験してみ
よう〜夏休み⼦ども⾒学デー

主催：東北⼤学⾰新的イノベーション研
究機構COI TOHOKU

2017/3/7
東北⼤学・東北活性化研究センター共催「産学連携
フォーラム」

主催：東北⼤学、公益財団法⼈東北活性
化研究センター、東北経済産業局、宮城
県、（公財）みやぎ産業振興機構、（公
財）仙台市産業振興事業団、（⼀社） 東
北経済連合会、（⼀社）みやぎ⼯業会

2016/6/25
東北⼤学植物園市⺠公開講座・⾃然史講座「都市⽣態
系のふるまいの解明にとりくむ都市⽣態学」

主催：東北⼤学植物園

2016/7/23
東北⼤学植物園市⺠公開講座・⾃然史講座「⾬庭と都
市の緑」

主催：東北⼤学植物園

2016/8/20
東北⼤学植物園市⺠公開講座・⾃然史講座「企業緑地
が推進する都市の⽣態系ネットワークの充実強化」

主催：東北⼤学植物園

2016/9/3
東北⼤学植物園市⺠公開講座・⾃然史講座「都市の⽣
物多様性とランドスケープデザインー遊びと学びの⾃
然再⽣・環境修復ー」

主催：東北⼤学植物園

2016/10/15
東北⼤学植物園市⺠公開講座・⾃然史講座「都市に住
むことを選択した⿃たち」

主催：東北⼤学植物園

2016/11/19
東北⼤学植物園市⺠公開講座・⾃然史講座「都市化が
植物の繁殖に与える影響」

主催：東北⼤学植物園

2016/6/11,12
東北⼤学植物園市⺠公開講座・植物画講座「初夏の植
物画講座」

主催：東北⼤学植物園

2016/10/22,23
東北⼤学植物園市⺠公開講座・植物画講座「秋の植物
画講座」

主催：東北⼤学植物園

2016/6/4
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「遺伝⼦組換え作物とは？〜遺伝⼦の基礎から作り
⽅まで〜」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

11

2016/6/11
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「科学と技術の今⽇を⽀え、明⽇を拓く、東北放射
光」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

21

研究推進本部

東北⼤学植物園

12



部局名等 開催⽇ イベント名 主催/共催団体 参加⼈数

2016/6/18
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「あなたの⾎管は何歳？−地球の上での⽇本⼈の⾎
管」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

57

2016/7/23
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「ビールの泡から最先端ナノ材料創製」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

19

2016/9/24
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「地形から⾒る南東北の⼟⽊遺産」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

56

2016/9/24
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「南東北の⼟⽊遺産と遊ぶ 〜南東北ローカル三線
の旅〜」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

56

2016/10/1
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「最新天⽂学による現在の宇宙の姿」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

57

2016/10/1
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「最新天⽂学による宇宙の誕⽣と進化」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

57

2016/10/8
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「スーパーレントゲン！ −リウマチや乳がんの早
期診断が変わるか？」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

27

2016/12/3
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「⼥性の職業⽣活について考えよう」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

4

2017/1/21
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『講座仙台学2016』「仙台のスポーツとボラン
ティア」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

27

2017/1/21
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『講座仙台学2016』「仙台の⾷の安全と健康」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

24

2017/2/4
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『講座仙台学2016』「仙台の都市構造」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

57

2017/2/11
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『講座仙台学2016』「仙台の⿂⾙歳時記」

主催：学都仙台コンソーシアム
実施：東北⼤学

34

2016/6/24,
7/1,8,15

みやぎ県⺠⼤学「⽣命と化学の接点」
主催：宮城県教育委員会
実施：多元物質科学研究所

43

2016/8/5,19,
26,9/2,9

みやぎ県⺠⼤学「私たちの⾷料と健康と環境」
主催：宮城県教育委員会
実施：農学研究科

66

2016/8/23,24,
25,26

みやぎ県⺠⼤学「地球にやさしいｴﾈﾙｷﾞｰと環境・省ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ技術〜太陽電池・半導体・超伝導・植物の品種改
良〜」

主催：宮城県教育委員会
実施：⾦属材料研究所

38

2016/8/24,31,
9/7,14

みやぎ県⺠⼤学「環境への化学アプローチ」
主催：宮城県教育委員会
実施：環境科学研究科

10

2016/8/26,
9/2,9,16

みやぎ県⺠⼤学「ながれ」
主催：宮城県教育委員会
実施：流体科学研究所

22

2016/9/7,14,
28

みやぎ県⺠⼤学「⽣活習慣から病気を予測-未来の医
療を垣間⾒よう！」

主催：宮城県教育委員会
実施：東北メディカル・メガバンク機構

19

2016/11/10,
17,24,12/1

みやぎ県⺠⼤学「⾰新的ビジネスの設計と実践」
主催：宮城県教育委員会
実施：経済学研究科

55

学都仙台コンソーシアム

みやぎ県⺠⼤学

13


