
＊背景がオレンジのイベント：特集1「素粒子と宇宙」関連別途、入館料等が必要なイベントもあります。詳しい申込方法等は、HPでご確認ください。

お問い合わせ：名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部　あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク事務局　　TEL：052－747-6527　E-mail：asf@aip.nagoya-u.ac.jp　

あいちさいえんす

新しいイベント情報も追加されています︕

9/22（土）～11/25（日）子どももおとなも楽しめる、90以上の企画が大集合 !! ※主催機関の都合によりHP未掲載の場合があります

時間
料無費加参もでたなど象対

会場
ET　館物博史然自橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
料無費加参もでたなど象対

会場
1514-26-3650:LET　国のもどこ知愛先合問法方込申

時間
対象 中小企業の経営者など 参加費 無料
会場

ET　課術技学科業産部働労業産県知愛先合問法方込申 L:052-954-6370

時間
料無費加参もでたなど象対

会場
ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
円001費加参もでたなど象対

会場
ET　館学科海の命生市郡蒲先合問法方込申 L:0533-66-1717

時間
対象 小学生以上 参加費 500円
会場

ET　館学科海の命生市郡蒲先合問法方込申 L:0533-66-1717

時間
対象 高校生以上 参加費 700円
会場

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
対象 高校生以上
会場 文化系飲食店「ボクモ」

先合問法方込申 KagaQ科学コミュニケーションサークル　kagaq.com@gmail.com

時間
対象 どなたでも（子連れOK) 参加費 500円

会場

085-0002-0080:LET　ータンウカ.smom　西名ンウタンオイ先合問法方込申

時間
対象 入館者対象
会場 名古屋市科学館

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
対象 小学校高学年以上 参加費 無料
会場

ET　館物博学大屋古名先合問法方込申 L:052-789-5767

時間
円005費加参もでたなど象対

会場
ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
対象 小学3年生～中学生 参加費 無料
会場

ET　館学科海の命生市郡蒲先合問法方込申 L:0533-66-1717

時間
円005費加参もでたなど象対

会場
ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
円005費加参もでたなど象対

会場
ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
料無費加参もでたなど象対

会場
ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間 12:30-13:15
対象 小学校高学年以上
会場

ータンセーキンモ本日先合問法方込申 　TEL:0568-61-2327

時間
円005費加参もでたなど象対

会場

ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
料無費加参上以生校高象対

会場

ET　課援支究研学大学科術技橋豊先合問法方込申 L:0532-81-5196

時間
対象 高校生以上 参加費 700円
会場

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
料無費加参もでたなど象対

会場
ET　館学科海の命生市郡蒲先合問法方込申 L:0533-66-1717

時間
円005費加参もでたなど象対

会場

ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
対象 入館者対象
会場 名古屋市科学館

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
対象 中学生以上 参加費 500円
会場

ET　団業事化文市垣大先合問法方込申 L:0584-84-2000

時間
料無費加参もでたなど象対

会場

栄クーパCBMS 行銀友住井三先合問法方込申 　TEL:0120-005-481

時間
対象 中小企業の経営者など 参加費 無料
会場

ET　課術技学科業産部働労業産県知愛先合問法方込申 L:052-954-6370

時間
円006費加参もでたなど象対

会場
ェフカスンエイサ学大立市屋古名先合問法方込申 事務局　TEL:052-872-3461

時間
料無費加参上以生校高象対

会場

ET　課援支究研学大学科術技橋豊先合問法方込申 L:0532-81-5196

時間
料無費加参もでたなど象対

会場
ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
円005費加参もでたなど象対

会場

ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間 18:15-20:30
対象 どなたでも
会場 名古屋市科学館

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
対象 中学生以上 参加費 200円
会場

ET　課務総館書図県知愛先合問法方込申 L:052-212-2323

時間
対象 どなたでも（子連れOK) 参加費 500円

会場

085-0002-0080:LET　ータンウカ.smom　西名ンウタンオイ先合問法方込申

時間
料無費加参上以生校高象対

会場

ET　課援支究研学大学科術技橋豊先合問法方込申 L:0532-81-5196

事前申込制（10/15〆）、先着60名

10/19
(金)

一般公開講座「持続可能な社会の実現に向けた先端科学技術」
第2回「環境を支える微生物とそれを利用した生物学的な環境保全技術」

18:30-20:00 生物学的環境保全技術やその中で重要な微生物群について解説するととも
に、微生物機能を最大限に引き出す仕組み作りや今後の生物学的環境保
全技術の展望について紹介します。講師︓山田剛史（豊橋技術科学大学
環境・生命工学系講師）

豊橋技術科学大学 A2-101講義室

事前申込制

10/20
(土)

シロアリをあやつろう
14:30-15:00 シロアリの道しるべフェロモンについての実験に挑戦します。

講師︓長谷川道明（豊橋市自然史博物館学芸専門員）
豊橋市自然史博物館

バイオカフェin愛知県図書館　第3回「ゲノム編集で新しいタイ・フグを作る」
16:00-17:30 マダイやトラフグを対象とした養殖魚におけるゲノム編集技術についてお話しま

す。講師︓木下政人（京都大学農学研究科助教）
愛知県図書館1階エントランス（Yotteko)

10/20
(土)

名古屋市立大学　市民公開講座
第6回「企業の社会的責任(CSR)の現状」

申込不要

事前申込制、先着30名

プレイベント（会期前に開催されるイベント）

9/15
(土)

ダンゴムシのふしぎ
14:30-15:00 ダンゴムシが迷路に挑戦︕面白い行動を紹介します。

講師︓西浩孝（豊橋自然史博物館学芸員）
豊橋市自然史博物館
申込不要

会期中イベント

9/22
(土)

スズメバチの巣を解体してみよう
14:30-15:00 スズメバチの巣を解体して巣のしくみを調べます。

講師︓長谷川道明（豊橋市自然史博物館学芸専門員）
豊橋市自然史博物館

9/20
(木)

第3回知的財産経営サロン「新商品の落とし穴～発売前のチェックポイント～」
17:00-19:00 「知財経営」の推進を図るため、中小企業の経営者等を対象とした「知的財

産経営サロン」を開催します。
講師︓日本弁理士会東海支部所属弁理士名古屋商工会議所8階　日本弁理士会東海支部会議室

事前申込制（9/14〆）、先着60名

当日先着24名（開始45分前から整理券配布）

9/24
(月・祝)

事前申込制

9/26
(水)

事前申込制、先着200名

はやぶさ2を応援しよう︕生命の海科学館まるっとHAYABUSA2 Fan DAY
「テルミンを奏でて君の想いをはやぶさ2に届けよう︕」

10/19
(金)

名古屋市立大学　第136回サイエンスカフェin名古屋「スマホの中の結晶の役割と性質」
18:00-20:00 市民のみなさまに研究内容をわかりやすくお話します。

講師︓青柳忍准教授（システム自然科学研究科）

申込不要

9/24
(月・祝)

はやぶさ2を応援しよう︕生命の海科学館まるっとHAYABUSA2 Fan DAY
「はやぶさ2応援中部組オリジナル︕ペーパークラフトではやぶさ2を作ろう︕」

13:00-13:50 小惑星探査機はやぶさ2のしくみがよく分かる︕ペーパークラフトを作ろう。
講師︓原田玲子（はやぶさ2応援中部組）＊小学校4年生以下は保護
者同伴蒲郡市生命の海科学館 実験工作室

夜6時半からの大人限定の投影です。

名古屋市科学館
事前申込制(8/1-8/31)、応募者多数の場合抽選

申込不要

9/29
(土)

名古屋市立大学　市民公開講座
第1回「お口の健康～より健康な生活を営むためのヒント～」

13:30-15:00 「お口」は消化器官の入口であり重要な役割を担っています。皆様がより健康
な生活を営むためのヒントをお話します。
講師︓渋谷恭之教授（医学研究科）

ナディアパークデザインセンタービル7階 7th Cafe

14:00-16:00 科学の楽器テルミンとマトリョミンで「宇宙の音」を奏でてみよう。
講師︓らら＆るな（はやぶさ2応援中部組）＊小学校4年生以下は保護
者同伴蒲郡市生命の海科学館 メディアホール

ママのための食育講座～ママ力UP︕「朝食」「弁当」「離乳食」～「朝食の大切さ︕～朝ごはんのポイント～」
10:30-12:00 朝食の欠食状況（現状）やなぜ朝食を抜いてしまうのか、朝食をとらないとど

うなるのか、朝食と学力・体力などの関係や朝食の効果やどんな朝食がよいか
などについてやさしく説明します。講師︓三浦英雄准教授（名古屋文理大
学短期大学部）

イオンタウン名西 2階まちこみホール

事前申込制、先着24名

9/26
(水)

第9回 KagaQトークライブ「予想、妄想、大暴走!? 『小惑星リュウグウ』と『探査機はやぶさ2』～顕微鏡で探る"玉手箱”」
18:30-19:30 小惑星リュウグウとはどんな天体なんでしょう︖隕石や過去の小惑星探査を手

がかりに、想像・妄想してみませんか︖
ゲスト︓山中敦子（蒲郡市生命の海科学館館長）

9/24
(月・祝)

夜間投影「お月見の夜」
18:30～

参加費 1,000円
1ドリンク付

名古屋市立大学桜山キャンパス さくら講堂

事前申込制

9/29
(土)

名古屋大学博物館　特別講演会「甲・鋏・脚～姿かたちから知るカニの生き方・暮らし方」
13:30-15:00 カニの姿かたちと、生活の様子や進化との関係について、紹介します｡

講師︓佐藤武宏（神奈川県立生命の星・地球博物館）
名古屋大学博物館

申込不要

参加費 無料
要入館料

9/29
(土)

昼間の星を見る会
11:30-15:30 望遠鏡を使うと昼間でも星がみられます。80㎝大望遠鏡で青空の中の星を

お楽しみください。※雨天・曇天の場合は大望遠鏡の公開を行います。

事前申込制、各回先着30名

9/30
(日)

名古屋市立大学　市民公開講座
第2回「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』論～シリーズに潜むアメリカと映画の歴史～」

13:30-15:00 1985年に第1作が公開されて以来、世界中で愛され続けている「ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･
ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ」シリーズ。その魅力の本質に迫るために、シリーズに潜むアメリカと
映画の歴史を解き明かします。講師︓川本徹准教授(人間文化研究科)名古屋市立大学滝子キャンパス 1号館2階 201教室

事前申込制、先着200名

9/30
(日)

JAXAコズミックカレッジ・ファンダメンタルコース「今年もやります︕惑星科学の登竜門"エッグドロップ実験"に挑戦︕」
①10:30-12:00　②14:00-15:30 宇宙大好きキッズ集合︕今年もタマゴ着陸実験に挑戦︕

講師︓佐藤雅浩（宇宙教育リーダー SEL）
蒲郡市生命の海科学館 実験工作室他

事前申込制、先着150名

10/6
(土)

スズメバチの巣を解体してみよう
14:30-15:00 スズメバチの巣を解体して巣のしくみを調べます。

講師︓長谷川道明（豊橋市自然史博物館学芸専門員）
豊橋市自然史博物館

事前申込制、先着160名

10/6
(土)

名古屋市立大学　市民公開講座
第3回「薬を体の中の必要なところに送り届けるための知恵・工夫」

13:30-16:30 「薬の体内での動きを考える」講師︓湯浅博昭教授（薬学研究科）
「くすりの形(剤形)に詰まったサイエンス」講師︓尾関哲也教授（薬学研究
科）名古屋市立大学田辺通キャンパス 宮田専治記念ホール

事前申込制、先着160名

10/12
(金)

一般公開講座「持続可能な社会の実現に向けた先端科学技術」
第1回「環境を守り、環境に優しいプロセス作りのための触媒技術」

18:30-20:00 自動車排ガス浄化などの環境保全で利用されている触媒について解説すると
ともに，環境に優しい化学プロセスを創造するための触媒技術を紹介します。
講師︓水嶋生智（豊橋技術科学大学環境・生命工学系教授）豊橋技術科学大学 A2-101講義室

申込不要

10/8
(月・祝)

名古屋市立大学　市民公開講座
第4回「国際問題を理解する」

13:00-14:30 トランプ米大統領は、パレスチナ側からの反発が予想されたにもかかわらず、イ
スラエルの米国大使館を聖地エルサレムに移転しました。なぜ国際社会が反
対する中、米国はこの強硬な政策に踏み切ったかを説明します。
講師︓松本佐保教授（人間文化研究科）

名古屋市立大学滝子キャンパス 2号館4階 405教室

10/7
(日)

第52回京大モンキー日曜サロン「キツネザルが感じる味と匂いの世界」
京都大学の研究者（やその卵）が、自身の研究内容をわかりやすく紹介しま
す。サロン形式の堅苦しくないイベントですので、お飲物や軽食などの持ち込み
OK︕　講師︓糸井川壮大（京都大学霊長類研究所）日本モンキーセンター附属動物園内 ビジターセンター

申込不要

参加費 無料
要入園料

事前申込制、先着200名

10/13
(土)

化石の日講演会「復元の科学～トリケラトプスはどう歩いてた︖～」
11:00-12:00 絶滅してしまった恐竜の姿を復元する研究をご紹介します。

講師︓藤原慎一（名古屋大学博物館講師）
蒲郡市生命の海科学館 サイエンスショールーム

10/14
(日)

昼間の星を見る会
11:30-15:30 望遠鏡を使うと昼間でも星がみられます。80㎝大望遠鏡で青空の中の星を

お楽しみください。※雨天・曇天の場合は大望遠鏡の公開を行います。参加費 無料
要入館料

事前申込制(9/1-9/21)、応募者多数の場合抽選

10/12
(金)

夜間投影「宇宙のひろがり」
18:30～ 夜6時半からの大人限定の投影です。

名古屋市科学館

事前申込制、先着100名

10/15
(月)

技術が報道表現を決めてきた︖～画像技術とメディア・リテラシー～
13:30-15:00 フェイクニュース問題が取り沙汰されています。ネット技術が引き起こしたメディア

問題とされていますが、歴史的には科学技術が表現や報道を左右した事例
はいくつもあります。メディアというフィルターを介して何が変わったか、科学技術
がどう影響を与えたか考えます。講師︓藤吉隆雄（国立情報学研究所）

三井住友銀行 SMBCパーク栄

事前申込制（9/14より受付開始︓平日9時～17時）

事前申込制、先着150名

10/18
(木)

第4回知的財産経営サロン「社長さんのお困りごと～経営者はつらいよ～」
17:00-19:00 「知財経営」の推進を図るため、中小企業の経営者等を対象とした「知的財

産経営サロン」を開催します。
講師︓日本弁理士会東海支部所属弁理士名古屋商工会議所8階　日本弁理士会東海支部会議室

10/14
(日)

オーロラ全天上映＆トークライブ
14:00-15:15 オーロラ写真家で、オーロラメッセンジャーの中垣哲也さんによる上映。アラスカ

北極圏で撮影した珠玉のオーロラ映像が、プラネタリウムのドームいっぱいに広
がります。大垣市スイトピアセンター コスモドーム

当日受付

10/13
(土)

名古屋市立大学　市民公開講座
第5回「目指せ健康長寿︕ふだんから心がけたい食・運動のポイント」

13:30-15:00 超高齢化社会を迎え、いかに健康に長く生きるかは、多くの国民の関心事に
なっています。カギとなる生活習慣の中でも、食と運動に焦点を当てて、普段
から心がけていただきたいポイントをお話しします。
講師︓金子典代准教授（看護学部）

名古屋市立大学桜山キャンパス
看護学部棟3階 308講義室

申込不要

15:00-16:30 「企業の社会的責任の現状:学術研究による知見」
講師︓奥田真也教授（経済学研究科）
「CSRは企業の環境業績にどこまで有効か」
講師︓爲近英恵講師（経済学研究科）

名古屋市立大学桜山キャンパス
医学研究科・医学部研究棟11階 講義室B

10/20
(土)

市民観望会「月と火星を見る会」
プラネタリウムでの講座の後「天文台」と「星のひろば」で、その時々の見ごろの
天体をご覧いただきます。

事前申込制、先着80名

10/21
(日)

参加費
大人700

円、中学生
以下300円

事前申込制(9/1-9/29)、応募者多数の場合抽選

10/26
(金)

一般公開講座「持続可能な社会の実現に向けた先端科学技術」
第3回「バイオマスを用いる再生可能エネルギーにより持続可能な社会を実現することができるのか︖」

18:30-20:00 バイオマスには、下水汚泥、食品残渣、剪定枝、木質チップ、家畜糞尿などが
あります。これらを用いて創る再生可能エネルギーの現状を紹介すると共に、そ
の課題や今後について議論します。講師︓大門裕之（豊橋技術科学大学
グローバル工学教育推進センター/環境・生命工学系教授）

豊橋技術科学大学 A2-101講義室

事前申込制、先着20名

10/24
(水)

ママのための食育講座～ママ力UP︕「朝食」「弁当」「離乳食」～「バランスの良い弁当の作り方＆冷凍食品に頼らない工夫」
10:30-12:00 子どもにとってお弁当は、活動や成長に必要な栄養源となるのはもちろん、楽

しみでもあり、作った人の愛情を感じるものです。本講座では3・1・2弁当箱法
と冷凍食品に頼らないお弁当作りの工夫をご紹介します。講師︓内田あや助
教（名古屋文理大学短期大学部）

イオンタウン名西 2階まちこみホール

9/16(日)
・17(祝)

RIDE　MIX　FESTA
10:00-16:00 働く乗り物の展示や体験ブース、ふわふわなどで遊べます。

愛知こどもの国 ゆうひが丘
当日受付

事前申込制、先着200名

時間
円005費加参もでたなど象対

会場

ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
料無費加参もでたなど象対

会場

先合問法方込申 高校化学ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃｽﾄ実行委員会事務局　TEL:052-872-5062

時間
対象 入館者対象
会場 名古屋市科学館

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
対象 どなたでも
会場 愛知こどもの国 ゆうひが丘

1514-26-3650:LET　国のもどこ知愛先合問法方込申

時間

対象 どなたでも
(小学3年生以下は保護者同伴）

会場 蒲郡市生命の海科学館

申込方法 (1)20組／HPから事前申込、先着順
(2)20組／当日先着順 問合先 蒲郡市生命の海科学館　TEL:0533-66-1717

時間
対象 高校生以上 参加費 700円
会場

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
対象 入館者対象
会場 名古屋市科学館

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
円005費加参もでたなど象対

会場
ET　団業事化文市垣大先合問法方込申 L:0584-84-2000

時間
円005費加参もでたなど象対

会場

ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
対象 小学3年生以上 参加費 無料
会場

　ータンセ育教覚聴視市橋豊先合問法方込申 TEL:0532-41-3330

時間
対象 中小企業の経営者など 参加費 無料
会場

ET　課術技学科業産部働労業産県知愛先合問法方込申 L:052-954-6370

時間
料無費加参もでたなど象対

会場
ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
円005費加参もでたなど象対

会場

ET　局務事学大立市屋古名先合問法方込申 L:052-853-8308

時間
対象 小学3年生以上 参加費 無料
会場

ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
対象 小学3年生以上 参加費 無料
会場

　ータンセ育教覚聴視市橋豊先合問法方込申 TEL:0532-41-3330

時間
対象 小学生 参加費 無料
会場

1514-26-3650:LET　国のもどこ知愛先合問法方込申

時間
対象 入館者対象
会場 名古屋市科学館

ET　館学科市屋古名先合問法方込申 L:052-201-4486

時間
対象 小学3年生以上 参加費 無料
会場

ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
対象 どなたでも（子連れOK） 参加費 500円

会場

085-0002-0080:LET　ータンウカ.smom　西名ンウタンオイ先合問法方込申

時間
対象 小学4年生以上 参加費 無料
会場

ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
対象 小学3年生以上 参加費 無料
会場

　ータンセ育教覚聴視市橋豊先合問法方込申 TEL:0532-41-3330

時間
対象 小学3年生以上 参加費 無料
会場

ET　館物博史然自市橋豊先合問法方込申 L:0532-41-4747

時間
対象
会場

ET　室務事館物博学大屋古名先合問料場入 L:052-789-5767

時間
対象
会場

ET　館物博史然自市橋豊先合問料場入 L:0532-41-4747

時間
対象
会場

ET　館学科市屋古名先合問料場入 L:052-201-4486

時間
対象
会場

ET　館学科海の命生市郡蒲先合問料場入 L:0533-66-1717

時間
対象
会場

　ータンセ災防港市屋古名先合問料場入 TEL:052-651-1100

時間
対象
会場

1511-66-2750:LET　ドルーワスンエイサ先合問費加参

時間
対象

会場

ET　館物博合総県重三先合問料場入 L:059-228-2283

時間
対象

会場

　館念記術技業産タヨト先合問料場入 TEL:052-551-6115

時間
対象
会場

ータンセーキンモ本日先合問費加参 　TEL:0568-61-2327

時間
対象
会場

ET　館学科市屋古名先合問料場入 L:052-201-4486

時間
対象
会場

ET　館学科市屋古名先合問料場入 L:052-201-4486

11/11
(日)

名古屋大学出前授業 in 豊橋 2018 「瞬くオーロラと宇宙のさえずり」
13:30-15:00 北極や南極に輝くオーロラ。日本の最新人工衛星観測で分かってきた数秒ご

とに瞬くオーロラの仕組みについて紹介します。講師︓三好由純（名古屋大
学宇宙地球環境研究所准教授）豊橋市視聴覚教育センター

申込不要

一部Web予約制

事前申込制(10/1-10/19)、応募者多数の場合抽選

10/28
(日)

昼間の星を見る会
11:30-15:30 望遠鏡を使うと昼間でも星がみられます。80㎝大望遠鏡で青空の中の星を

お楽しみください。※雨天・曇天の場合は大望遠鏡の公開を行います。参加費

申込不要

10:30-14:30 望遠鏡を使うと昼間でも星がみられます。80㎝大望遠鏡で青空の中の星を
お楽しみください。※雨天・曇天の場合は大望遠鏡の公開を行います。参加費 無料

要入館料

事前申込制（10/15〆）、定員50名程度

11/4
(日)

えほんmeets博物館「せいめいのれきし(改訂版)」in 生命の海科学館
①11:00-12:00　②14:00-15:00 大ベストセラー絵本『せいめいのれきし』を片手に科学館を探検︕

講師︓山中敦子（生命の海科学館館長）

11/9
(金)

夜間投影「宇宙の音・星の音」
18:30～ 夜6時半からの大人限定の投影です。

名古屋市科学館

11/11
(日)

名古屋市立大学　市民公開講座
第8回「小春日和に数学三昧～幾何学と代数学の周辺～」

14:00-17:00 「四則演算と剰余演算」講師︓河田成人教授（システム自然科学研究
科）
「結び目の数学と応用」講師︓鎌田直子教授（システム自然科学研究
科）

名古屋市立大学桜山キャンパス
医学研究科・医学部研究棟11階 講義室A

11/10
(土)

プラネタライブ～アコースティック・ギターの調べ～
14:00-15:00 神戸在住のアコースティックギタリスト熊谷朋久氏によるギターコンサートを、プ

ラネタリウムの星空と共にお楽しみください。
大垣市スイトピアセンター コスモドーム

11/17
(土)

シロアリをあやつろう
14:30-15:00 シロアリの道しるべフェロモンについての実験に挑戦します。

講師︓長谷川道明（豊橋市自然史博物館学芸専門員）
豊橋市自然史博物館

事前申込制、先着50名

11/15
(木)

第5回知的財産経営サロン「自社の宝探し～社内の知的財産を発掘せよ～」
17:00-19:00 「知財経営」の推進を図るため、中小企業の経営者等を対象とした「知的財

産経営サロン」を開催します。
講師︓日本弁理士会東海支部所属弁理士名古屋商工会議所8階　日本弁理士会東海支部会議室

事前申込制、先着順

豊橋市自然史博物館

参加費 無料
要入館料

昼間の星を見る会

11/24(土)
・25(日)

11/18
(日)

名古屋大学出前授業 in 豊橋 2018 「永久凍土と気候変動」
14:30-16:00 シベリアとモンゴルの気候変動と地球温暖化が両地域の永久凍土にどのよう

な影響を与えているかをお話します。講師︓檜山哲哉（名古屋大学宇宙地
球環境研究所教授）豊橋市自然史博物館

11/25
(日)

あいちマーブルタウン2018
WEBでご確認下さい こどものたちの手で作る「こどもの国」を２日間を通して遊びます。

当日受付
愛知こどもの国 あさひが丘

11/18
(日)

名古屋市立大学　市民公開講座
第9回「ブータン伝統建築の減災と、人の知覚・認知と建築デザイン」

13:30-16:00 「ブータンの伝統的版築住宅の作り方のマニュアルデザイン」
講師︓森旬子教授（芸術工学研究科）
「人の知覚・認知から建築空間デザインを考える」
講師︓原田昌幸准教授（芸術工学研究科）

名古屋市立大学北千種キャンパス
芸術工学棟1階 M101教室

7/6(金)
～

9/30(日)

開館30周年記念企画展「博物館のウラワザ」
9:30-16:30(公園への入園は16:00まで） 一般のお客さんが目にすることのない、ボランティアや学芸員の作業を展示しま

す。どなたでも、申込不要
豊橋市自然史博物館

無料

どなたでも、申込不要

事前申込制

4日間以上にわたって開催されるイベント

5/29(火)
～

10/20(土)

第24回名古屋大学博物館特別展　カニコレ'18～カニのハサミは使いよう
10:00-16:00(入館は15:30まで） カニのハサミは使いよう︕様々な種類のカニの魅力を紹介します。

名古屋大学博物館

事前申込制、先着順

スッポン、ヘビから首長竜まで、脊椎動物の後ろ足の多様性を最新の発生生
物学をもとに解説します。
講師︓鈴木孝幸（名古屋大学生命農学研究科准教授）豊橋市自然史博物館

12/9
(日)

7/14(土)
～

9/24(祝)

名探偵コナン 科学捜査展ー真実への推理（アブダクション）ー
9:30-17:00(入場は16:30まで） 探偵手帳を手に、証拠を集めて事件を解決しよう︕2種類の探偵手帳をご

用意︕あなたはどちらを選ぶ︕︖どなたでも、申込不要
名古屋市科学館

9/4(火)
～

11/25(日)

伊勢湾台風展
9:30-16:30 今年で伊勢湾台風から59年目。伊勢湾台風の概要や当時の記録写真を

展示。どなたでも、申込不要
名古屋市港防災センター 企画展コーナー

大人500円、小人200円

7/14(土)
～

11/4(日)

2018年特別展 南極大陸～氷の下の宝箱～
9:30-17:00(入場は16:30まで）

10/1(月)
～

10/31 (水)

世界キツネザルフェスティバル2018 in JMC
WEBでご確認下さい 講演会、写真展、クイズラリーなどさまざまなイベントを通して、キツネザルのこと

を深く知ろう︕イベントごとに異なります
日本モンキーセンター附属動物園　園内各所

<火～金>9:00-17:00、<土日祝>9:00-19:00 三重県松阪市出身で、生誕200年を迎え、「北海道の名付け親」とよばれる
松浦武四郎の北海道踏査の軌跡や、幕末の志士・文人たちと幅広い交友を
持ち、当代随一の情報収集家・古物蒐集家としての知られざる魅力を紹介
します。

どなたでも、申込不要

三重県総合博物館

一般800円、学生480円、高校生以下無料

11/1(木)
～

11/30(金)

プラネタリウム11月一般投影「宇宙の音・星の音」
WEBでご確認下さい 星々の並びや星の瞬きを音に変えてみたら、どんな音楽が聞こえてくるのでしょ

う︖星々の配置や宇宙のしくみを音に変えて楽しんでみましょう。どなたでも、当日受付
名古屋市科学館

10/2(火)
～

10/31 (水)

プラネタリウム10月一般投影「渦巻く銀河」

無料
要入館料

11/10
(土)

昼間の星を見る会

大人500円、中高生300円、小学生200円、65歳以
上無料

200円

9/22(土)
～

11/4(日)

トヨタコレクション企画展「100年前のオーディオ～蓄音機が変えた音楽の愉しみ～」
9:30-17:00(入場は16:30まで） 音を記録・再生する装置「蓄音機」について、そのしくみや歴史、音楽の愉し

み方をご紹介します。無料蓄音機コンサートも開催。クラシックの日︓9/22、
9/24、9/29、10/8、10/14、11/3、11/4、ジャズの日︓10/6、10/20、
10/28

どなたでも、申込不要

トヨタ産業技術記念館　特別展示室

9/15(土)
～

11/11(日)

第21回企画展 幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四郎

9/8(土)
～

11/18(日)
の土,日,祝

チャレンジワークショップ　塩のクリスタル
①10:00 ②11:15 ③13:30 ④14:45

一般1,500円、高大生800円、小中学生500円

イベントごとに異なります

名古屋大学出前授業 in 豊橋 2018 「ヘビの胴体はなぜ長い︖」
14:30-16:00

事前申込制（11/15〆）、応募者多数の場合抽選

申込不要

事前申込制、先着60名

事前申込制（11/12〆）、先着60名

参加費

無料（展示
室観覧料も
しくは市民利
用証、年パ
ス等が必
要）

事前申込制、先着150名

氷の下には化石や宝石が眠っている︕︖
化石や鉱物が教えてくれる南極大陸のなりたちや、南極で行われている科学
研究について紹介します。

名古屋大学出前授業 in 豊橋 2018 「航空機を用いた台風の観測」

どなたでも、申込不要
蒲郡市生命の海科学館

無料

無料（豊橋総合動植物園公園入園料要︓大人600
円、小中学生100円）

13:30-15:00 講師︓坪木和久（名古屋大学宇宙地球環境研究所教授）

ジオツアー②渥美半島の成り立ちを追う
9:00-16:00 渥美半島の地層から渥美半島の形成過程及び地質変遷をたどります。

講師︓吉川博章（豊橋市自然史博物館主任学芸員）
豊橋市自然史博物館

事前申込制、先着順

大人800円、高大生500円(要学生証)、中学生以下無料

WEBでご確認下さい 宇宙には渦を巻いている銀河がたくさんあります。私たちの銀河系もその一つ
です。あの渦はぐるぐると巻きついてしまわないのでしょうか︖銀河の渦巻きの秘
密にせまります。

どなたでも、当日受付
名古屋市科学館

大人800円、高大生500円(要学生証)、中学生以下無料

宝石や雪の結晶など結晶といってもいろんなものがあります。実は塩も結晶の
一種だって知ってましたか︖塩の結晶の観察や岩塩から四角い結晶を取り出
す実験で塩のヒミツを探ってみよう︕

小学生以上、当日申込先着順
サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）

11/3(土)
・4(日)

SL　B12復活感謝祭
10:00-16:00 愛知こどもの国の目玉乗り物「蒸気機関車」復活を記念した電車に関するイ

ベント盛りだくさん。参加費 一部有料

事前申込制、先着200名

10/27(土)
・28(日)

第15回高校化学グランドコンテスト　最終選考会
[10/27]13:00-17:00、[10/28]9:00-16:30 高校生及び工業高等専門学校生（３年生以下）が行っている学習研究

活動を支援し、高校生自らが自主的な研究活動を楽しみながら科学的な想
像力を培い、将来、科学分野で活躍できる人材の育成を念頭に置いて行っ
ている教育支援プログラムです。

名古屋市立大学田辺通キャンパス 宮田専治記念ホール

10/27
(土)

名古屋市立大学　市民公開講座
第7回「地域包括ケアと介護予防」

13:30-15:30 市民の関心が高い「介護予防」にスポットをあて、地域包括ケアシステムを構
築する中で、大学病院の多職種(医師・薬剤師・管理栄養士)の視点を紹
介します。講師︓赤津裕康医師、川出義浩薬剤師、山田悠史管理栄養
士（名古屋市立大学病院）

名古屋市立大学桜山キャンパス さくら講堂

豊橋市視聴覚教育センター
事前申込制、先着順

11/23
(金)

名古屋大学出前授業 in 豊橋 2018 「過冷却液体の不思議」
13:30-15:00 水を急激に冷やすと氷点下でも氷にならない過冷却という液体状態になりま

す。ガラスを代表する過冷却液体の不思議な性質について紹介します。講
師︓川崎猛史（名古屋大学大学院理学研究科助教）豊橋市視聴覚教育センター

事前申込制、先着順

事前申込制、先着順

10:30-12:00

ポストイベント（会期後に開催されるイベント）

11/28
(水)

ママのための食育講座～ママ力UP︕「朝食」「弁当」「離乳食」
～「離乳食をはじめましょう～ゴックンからモグモグ期の栄養について」

乳児の発育において母乳やミルク以外の栄養が必要になると「離乳食」を始め
ます。離乳の開始から完了まで成長発育の段階別に何をどのように与えたらよ
いかについて使用食材・食事内容等についてお話します。講師︓廣瀬弘美
助教（名古屋文理大学短期大学部）

イオンタウン名西 2階まちこみホール

申込不要

10:30-14:30 望遠鏡を使うと昼間でも星がみられます。80㎝大望遠鏡で青空の中の星を
お楽しみください。※雨天・曇天の場合は大望遠鏡の公開を行います。

12/2
(日)

12/2
(日)

11/25
(日)

名古屋大学出前授業 in 豊橋 2018 「『右利き・左利き』の決まり方」
14:30-16:00 アフリカ・タンガニイカ湖の鱗食魚から解明した利き手が決まる仕組みをお話し

ます。講師︓小田洋一（名古屋大学理学部名誉教授/国際機構特任教
授）


