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︕

子どももおとなも楽しめる、たくさんの企画が大集合 !!

9/21（土）～ 11/24（日）

※主催機関の都合により WEB 未掲載の場合があります

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、WEBでご確認ください。
プレイベント（会期前に開催されるイベント）

名古屋市立大学 第146回サイエンスカフェin名古屋
9/20
「人生100年時代を見据えた健康づくり」
(金)
時間
自立して健康に生きるためには何をすれ
18:00～20:00
ばいいのかを行動体力と認知能力の両
対象
一般
面から考えてみたいと思います。
参加費 600円
会場
ナディアパーク デザインセンタービル7階 7th Cafe 講師︓髙石 鉄雄（システム自然科学
名古屋市立大学サイエンスカフェ事務局 研究科教授）
問合先
申込 事前申込制、先着30 名
TEL:052-872-3461

会期中イベント
深海魚を描こう︕
9/21
時間
13︓00～16︓00
深海魚標本を観察しながら博物画（魚
(土)
対象
の細密画）に挑戦します。
小学5年生～大人
講師︓氏原 温（名古屋大学准教
参加費 無料
授）
会場
名古屋大学博物館講義室
名古屋大学博物館
事前申込制（8/6～9/6）、
問合先
申込
TEL:052-789-5767
定員︓20名
収蔵庫見学会「骨格標本」
時間
13:30～14:00
博物館の収蔵庫に保管されている未公
開資料を見学できます。 講師︓安井
対象
どなたでも
参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) 謙介 (豊橋市自然史博物館主任学芸
員)
会場
豊橋市自然史博物館
豊橋市自然史博物館
問合先
TEL:0532-41-4747
申込 申込不要、定員︓30名
TOYOTA 科学のびっくり箱︕なぜなにレクチャー 二足歩行型ロボット
時間
10:30～12:30
歩行型のロボットを組み立て、ロボットが2
本の足で歩くための基本的な構造を学び
対象
小学4 ～ 6 年生
ます。
参加費 無料
講師︓トヨタ技術会メンバー
会場
蒲郡市生命の海科学館
蒲郡市生命の海科学館
問合先
TEL:0533-66-1717
申込 事前申込制、定員︓28名
昼間の星をみる会
9/22
時間
望遠鏡を使うと昼間でも星が見られま
11:30～15:30
(日)
す。80cm大望遠鏡で青空の中の星をお
対象
入館者
無料（高校生以上は科学館観覧料が 楽しみ下さい。（雨天・曇天の場合は天
参加費
体は見られませんが、大望遠鏡の公開を
必要）
行います。）
会場
名古屋市科学館

問合先 名古屋市科学館 TEL:052-201-4486 申込 申込不要
9/27 名古屋市立大学 秋の薬用植物園市民公開
最初に30分ほどの生薬学分野スタッフに
(金) 時間 10:00～12:00
・28 対象 一般
よる説明の後、ガイドツアーにご参加頂く
(土) 参加費 500円
か、薬用植物園を自由に見学していただ
きます。
会場
名古屋市立大学田辺通キャンパス
名古屋市立大学薬学部事務室
事前申込制（8/30〆）、
問合先
申込
TEL:052-836-3402
定員各75名
名古屋市立大学 第1回市民公開講座
9/28
「健康で長生き、健康寿命を伸ばすための生活上のヒント」
(土)
時間
13:30～15:00
病気の治療、早期発見、予防や生活習
慣としてのタバコ、食事、身体活動、社会
対象
どなたでも
参加などのポイントをわかりやすく解説しま
参加費 500円
名古屋市立大学桜山(川澄)キャンパス す。講師︓鈴木 貞夫（医学研究科教
会場
授）
さくら講堂
問合先

名古屋市立大学事務局
TEL:052-853-8308

申込

事前申込制、先着200名

名古屋市立大学 第4回市民公開講座
10/16
「子どもにとって必要な習い事って何?」(子育て向け講座)
(水)
時間
参加者の皆さんとともに、乳児期・幼児
10:30～12:00
対象
期の子ども、小学生が習い事をする意味
どなたでも
を考えます。※乳幼児・小学校低学年の
参加費 500円
保護者向け
名古屋市立大学病院
会場
講師︓山田 美香（人間文化研究科
病棟・中央診療棟4階第1会議室
教授）
名古屋市立大学事務局
問合先

10/18
(金)

10/19
(土)

9/29
(日)

10/2
(水)

10/4
(金)

10/5
(土)

10/20
(日)

問合先

TEL:052-853-8308

申込

TEL:052-832-3147

10/6
(日)

10/10
(木)

10/11
(金)

10/12
(土)

申込不要

ミュージアムトーク「骨から読み解く霊長類のくらしと進化」
11:00～11:45
特別展「骨から読み解く霊長類のくらしと
対象
一般
進化 －霊長類骨格博物館－」の開催
参加費 無料（入園料が必要）
にあわせ、霊長類の骨の世界をご紹介し
会場
日本モンキーセンター ビジターセンター ます。講師︓高野 智（日本モンキーセ
ンター）
日本モンキーセンター
問合先
TEL:0568-61-2327
申込 申込不要
企画展関連イベント「日帰りバスの旅 トヨタのクルマづくり出発の地・刈谷を巡る＆
和洋中から選べるランチ」②
時間
9:00集合、17:30同館着（予定） 行先︓刈谷市内のトヨタグループ関連施
設および刈谷市歴史博物館
対象
中学生以上
選べるランチ︓㈱豊田自動織機の福利
参加費 3,500円
厚生施設シャインズで特別にランチを満
集合
トヨタ産業技術記念館
喫︕
㈱トヨタツーリストインターナショナル
問合先
営業推進室 TEL:052-951-0111
申込 事前申込制（9/1〆）、先着40名
手軽で簡単ヘルシークッキング②
時間
9:30～12:00
一人分だけ料理するのは面倒。そんな時
はポリ袋が大活躍︕簡単、後片付けもラ
対象
一般
クチンの調理法を紹介します。
参加費 1,000円
会場
名古屋文理大学 北館１階 調理実習室 講師︓石川 豊美（健康栄養学科准
教授）
名古屋文理大学地域連携センター
問合先
TEL:0587-23-2400
申込 事前申込制（9/30〆）、先着40名
中小企業のためのPR講座
時間
中小・小規模の製造・販売業、サービス
18:30～20:00
業経営者を対象に、新聞・テレビなどで
対象
一般
PRする方法やインターネット広告の基礎
参加費 1,000円
会場
名古屋文理大学文化フォーラム 研修室 について解説します。講師︓栗林 芳彦
（情報メディア学科教授）
名古屋文理大学地域連携センター
問合先
TEL:0587-23-2400
申込 事前申込制（10/9〆）、先着40名
名古屋市立大学 第3回市民公開講座 「長寿社会における薬と健康」
時間
13:00～16:00
「薬を「適正使用」するための基礎知識」
講師︓鈴木 匡（薬学研究科教授）
対象
どなたでも
参加費 500円
「免疫システムを利用した薬と予防の基
名古屋市立大学田辺通キャンパス
会場
礎知識」講師︓肥田 重明（薬学研究
宮田専治記念ホール
科教授）
名古屋市立大学事務局
時間

問合先

10/13
(日)

申込

TEL:052-853-8308
スズメバチの巣を解体してみよう②
時間
13:30～14:00
対象
どなたでも
参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要)
会場
豊橋市自然史博物館
豊橋市自然史博物館
問合先
TEL:0532-41-4747

申込

申込

申込不要

時間

①13︓00～13︓45、②15︓00～16︓30

どなたでも
500円
会場
大垣市スイトピアセンター コスモドーム
大垣市文化事業団
問合先
TEL:0584-82-2310

対象

申込

10/26
(土)

10/27
(日)

事前申込制、先着180名

感動的︕オーロラがプラネタリウムのドーム
いっぱいに映し出されます︕オーロラ写真
家で、オーロラメッセンジャ―として全国で
活躍中の中垣哲也さんによる「オーロラ上
映＆トークライブ」。
申込 事前申込制（チケット購入）

対象

高校生以上
往復ハガキ（9/2～10/4）抽選

名古屋市立大学 第6回市民公開講座 「裁判所の違憲審査制度と憲法保障」
日本では付随的審査制という仕組みを採
10:00～11:30
用しており、憲法保障の点で裁判所による
対象
どなたでも
違憲審査制度には限界があります。そのこ
参加費 500円
名古屋市立大学滝子(山の畑)キャンパ とを解説したうえで、その限界を補うにはどう
会場
すれば良いか、お話しします。講師︓小林
ス 1号館2階 201教室
直三（人間文化研究科教授）
名古屋市立大学事務局
問合先
TEL:052-853-8308
申込 事前申込制、先着160名
時間

京大モンキー日曜サロン「野生のキツネザルを追って～味覚遺伝子研究者のフィールドワーク～」

12:30～13:15
一般
参加費 無料（入園料が必要）
会場
日本モンキーセンター
日本モンキーセンター
問合先
TEL:0568-61-2327
時間
対象

「世界キツネザルフェスティバル in JMC
2019」の開催にあわせ、キツネザルの研
究者が登壇します。講師︓糸井川 壮大
（京都大学霊長類研究所）
申込

昼間の星をみる会
時間
11:30～15:30
対象
入館者

申込不要

望遠鏡を使うと昼間でも星が見られま
す。80cm大望遠鏡で青空の中の星をお
参加費 無料(高校生以上は科学館観覧料が必要) 楽しみ下さい。（雨天・曇天の場合は天
体は見られませんが、大望遠鏡の公開を
会場
名古屋市科学館
行います。）
名古屋市科学館
問合先
TEL:052-201-4486
申込 申込不要

11/1
(金)

11/2
(土)

11/3
(日・
祝)

11/4
(月・
休)

11/8
(金)

11/9
(土)

豊橋技術科学大学 一般公開講座 「IoT社会を支える次世代センサテクノロジー」
第1回「建設分野におけるセンサ技術の応用事例と診断技術」
時間
18:30～20:00（受付18:00～）
建設物の診断技術として応用されている
対象
高校生以上
センサについて解説するとともに、診断に
参加費 無料
繋げるための評価技術について紹介しま
す。講師︓松本 幸大（建築・都市シス
会場
豊橋技術科学大学A2-101講義室
豊橋技術科学大学社会連携支援室 テム学系准教授）
問合先
TEL:0532-81-5196
申込 事前申込制、先着200名
プログラミング体験 ～ロボットを動かすプログラムを作ろう～
時間
13:30～16:30
コンピュータの入った機器を思い通りに制
御するために必要なプログラミングの考え
対象
高校生及びその家族
方を学び、ロボットを動かすプログラムを作
参加費 無料
ります。講師︓船瀬 新王（大学院工
会場
名古屋工業大学20号館201号室
名古屋工業大学学務課学務企画係 学研究科准教授）
問合先
TEL:052-735-5069
申込 事前申込制、先着20名
収蔵庫見学会「化石その２」
時間
13:30～14:00
アンモナイトや恐竜など、博物館の収蔵
庫に保管されている未公開資料を見学
対象
どなたでも
参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) できます。 講師︓一田 昌宏（豊橋市
自然史博物館学芸員）
会場
豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館 TEL:0532-41-4747
申込 申込不要、定員︓30名
名古屋大学出前授業 in 豊橋 2019
時間
13:30～14:30
講師︓栗田 直幸（名古屋大学宇宙
対象
地球環境研究所准教授）
小学3年生以上
詳細はWEBをご覧ください。
参加費 無料
会場
豊橋市視聴覚教育センター
問合先 豊橋市視聴覚教育センター TEL︓0532-41-3330 申込 詳細はWEBをご覧ください。
名古屋市立大学 名古屋市科学館 共催イベント「生命科学と化学の融合」
時間
13:30～16:00
名古屋市立大学と名古屋市科学館との
共催イベント。詳細はWEBをご覧くださ
参加費 無料
い。
会場
名古屋市科学館
対象 中・高校生
名古屋市立大学山の畑事務室
問合先
TEL:052-872-3461
申込 事前申込制（10/4～）、先着100名
豊橋技術科学大学 一般公開講座 「IoT社会を支える次世代センサテクノロジー」
第2回「スマホを使って病気を検査するバイオセンサ技術」
時間
18:30～20:00（受付18:00～）
ICチップを使用して一滴の血液や呼気か
ら病気の検査が行える検査技術の紹介
対象
高校生以上
をします。講師︓高橋 一浩（電気・電
参加費 無料
子情報工学系准教授）
会場
豊橋技術科学大学A2-101講義室
豊橋技術科学大学社会連携支援室
問合先
TEL:0532-81-5196
申込 事前申込制、先着200名
連携博物館講座「古代の家畜の移動を元素の移動から解き明かす」
時間
13:30～15:00
南山大学人類学博物館と名古屋大学
博物館の連携博物館講座「大学博物
対象
小学校高学年以上
館が語る、地球と人類のヒストリー」、
参加費 無料
2019年のテーマは「移動」（全4回）
会場
南山大学名古屋キャンパスB21教室
名古屋大学博物館 TEL:052-789- 講師︓廣瀬 允人（名古屋大学環境
学研究科博士後期課程）
問合先 5767、南山大学人類学博物館

TEL:052-832-3147
申込 申込不要
豊橋技術科学大学 一般公開講座 「IoT社会を支える次世代センサテクノロジー」
11/15
第3回「微小金属異物を検出する超高感度センサ」
(金)
時間
18:30～20:00（受付18:00～）
最先端の超伝導技術を用いて開発され
対象
高校生以上
たSQUID（超伝導量子干渉素子）磁
参加費 無料
気センサによる検出技術や、実例を紹介
します。講師︓田中 三郎（エレクトロニ
会場
豊橋技術科学大学A2-101講義室
豊橋技術科学大学社会連携支援室 クス先端融合研究所教授）
問合先
TEL:0532-81-5196
申込 事前申込制、先着200名
名古屋市立大学 第148回サイエンスカフェin名古屋 「細胞はどのようにして三途の川を越えるのか」

講師︓中務 邦雄（名古屋市立大学
大学院システム自然科学研究科准教
会場
ナディアパーク デザインセンタービル7階 7th Cafe 授）内容はWEBをご確認ください
名古屋市立大学サイエンスカフェ事務局 対象 一般
問合先
TEL:052-872-3461
申込 事前申込制、先着30名
サイエンスカフェ 名古屋大学の地球環境科学 「はやぶさ2， リュウグウを満喫︕」
11/16
現在までにリュウグウについて何がわかったか
時間
13:00～14:00
(土)
のか、持ち帰る試料からどんなことがわかると
対象
どなたでも
期待されているのかについて紹介します。講
参加費 無料
師︓はやぶさ2プロジェクトサイエンティスト
会場
名古屋大学理学部E館101号室
渡邊 誠一郎（環境学研究科教授）
名古屋大学大学院環境学研究科
問合先
（城野）TEL:052-789-3556
申込 申込不要
時間

参加費

18:00～20:00
600円

名古屋市立大学 第7回市民公開講座 「名古屋のDNA～キーワードで読み解く
なごやのかたち～」
時間
10:00～11:30
現在のなごやがどの様にしてできたのか。長年
対象
どなたでも
政策プランナーとして名古屋のまちづくりに関
参加費 500円
わってきた講師が、大きなインパクトを与えた出

11/17
(日)

11/23
(土・
祝)

会場

名古屋市立大学桜山(川澄)キャンパス
医学研究科・医学部研究棟11階 講義室B

問合先

名古屋市立大学事務局
TEL:052-853-8308

来事を中心に、キーワードを使って新しい視点
で骨太にわかりやすく解説します。講師︓吉
井 信雄（経済学研究科特任教授）

申込 事前申込制、先着100名
名古屋市立大学 第8回市民公開講座 「サイエンスとデザインから見たものづくり」
時間
13:30～16:00
「何でも自動化、何でも電子化、それって
本当に、豊かなデザイン?」 講師︓影山
対象
どなたでも
友章（芸術工学研究科講師）、「サイ
参加費 500円
エンスからみた照明環境:日常生活とブ
名古屋市立大学北千種キャンパス
会場
ルーライト問題」講師︓辻村 誠一（芸
芸術工学棟1階 M101教室
術工学研究科教授）
名古屋市立大学事務局
問合先
TEL:052-853-8308
申込 事前申込制、先着100名
連携博物館講座「人類の海の移動︓太平洋の伝統船と航海術」
時間
13:30～15:00
南山大学人類学博物館と名古屋大学
博物館の連携博物館講座「大学博物
対象
小学校高学年以上
館が語る、地球と人類のヒストリー」、
参加費 無料
2019年のテーマは「移動」（全4回）
会場
名古屋大学博物館講義室
名古屋大学博物館 TEL:052-789- 講師︓後藤 明（南山大学人文学
部）
問合先 5767、南山大学人類学博物館

TEL:052-832-3147

問合先

TEL:052-853-8308
申込 事前申込制、先着６0名
コンピュータサイエンス・アドベンチャー ～理論計算機科学はこんなに面白い︕～
時間
10:30～15:00
アルゴリズム、計算論、情報理論、暗号、
人工知能、計算幾何学など理論計算機
対象
高校生及び一般
科学における主要な内容を、現実世界
参加費 1,230円（高校生以下無料）
会場
名古屋工業大学 11号館1121講義室 における実例を通して直感的にわかりや
名古屋工業大学学務課学務企画係 すく解説します。
問合先
TEL:052-735-5069
申込 事前申込制
昼間の星をみる会
11/24
時間
11:30～15:30
望遠鏡を使うと昼間でも星が見られま
(日)
対象
す。80cm大望遠鏡で青空の中の星をお
入館者
参加費 無料(高校生以上は科学館観覧料が必要) 楽しみ下さい。（雨天・曇天の場合は天
体は見られませんが、大望遠鏡の公開を
会場
名古屋市科学館
行います。）
名古屋市科学館
問合先
TEL:052-201-4486
申込 申込不要
豊橋周辺の植物化石
時間
13:30～14:00
故・黒田啓介氏から寄贈された植物化
石を紹介します。講師︓吉川 博章（自
対象
どなたでも
参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) 然史博物館主任学芸員）
会場
豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館 TEL:0532-41-4747
申込 申込不要

ポストイベント（会期後に開催されるイベント）
12/1
(日)

申込

申込不要

名古屋大学出前授業 in 豊橋 2019
11:00～12:00
対象
小学3年生以上
参加費 無料
会場
豊橋市視聴覚教育センター
時間

講師︓山本 真義（名古屋大学未来
材料・システム研究所教授）
詳細はWEBをご覧ください。

詳細はWEBをご覧ください。
収蔵庫見学会「貝類」
時間
13:30～14:00
博物館の収蔵庫に保管されている未公
参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) 開資料を見学できます。 講師︓西 浩
孝（豊橋市自然史博物館学芸員）
会場
豊橋市自然史博物館
対象 どなたでも
豊橋市自然史博物館
問合先
TEL:0532-41-4747
申込 申込不要、定員︓30名
名古屋大学出前授業 in 豊橋 2019 「メダカのオスとメスはどう決まるか」
時間
14:30～16:00
メスあるいはオスのどちらか一方に必ずなる
巧妙な仕組みが明らかになってきました。
対象
一般（小学3年生以上）
そして身体をメスにしたがる細胞がいること
参加費 無料
もわかってきました。講師︓田中 実（名
会場
豊橋市自然史博物館
古屋大学大学院理学研究科教授）
豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市視聴覚教育センター TEL︓0532-41-3330 申込

12/14
(土)

夜6時半からの大人限定の投影です。

問合先 名古屋市科学館 TEL:052-201-4486 申込

事前申込制、先着200名

スズメバチの巣を解体して巣のしくみを観
察します。
講師︓長谷川 道明（豊橋市自然史
博物館学芸専門員）

プラネタライブ オーロラ上映とトークライブ

プラネタリウム夜間投影「オーロラの夜」
10/25
時間
18:30～19:30
(金)
参加費 700円
会場
名古屋市科学館

事前申込制、先着80名

連携博物館講座「南極観測隊はどうやって南極に移動する︖超大陸ゴンドワナの
謎を追って20000km」
時間
13:30～15:00
南山大学人類学博物館と名古屋大学
対象
博物館の連携博物館講座「大学博物
小学校高学年以上
館が語る、地球と人類のヒストリー」、
参加費 無料
2019年のテーマは「移動」（全4回）
会場
南山大学名古屋キャンパスB21教室
名古屋大学博物館 TEL:052-789- 講師︓束田 和弘（名古屋大学博物
館）
問合先 5767、南山大学人類学博物館

TEL:052-853-8308

参加費

問合先 名古屋市科学館 TEL:052-201-4486 申込 往復ハガキ（8/24～9/14）、抽選

名古屋市立大学 第2回市民公開講座
「みんなで学ぼう! 肥満症の意味と最新の治療法」
時間
「楽しく明るくやせるために―隠れ肥満症
13:30～15:30
から高度肥満症まで―」講師︓田中 智
対象
どなたでも
洋 （医学研究科准教授）、「肥満手
参加費 500円
術は怖くない!―最新肥満外科治療とこ
名古屋市立大学ミッドタウン
会場
れから―」講師︓瀧口 修司（医学研
名駅サテライト
究科教授）
名古屋市立大学事務局

事前申込制、先着50名

名古屋市立大学 第147回サイエンスカフェin名古屋
「数の世界の義理と人情～計算と逆算をめぐる葛藤から創造へ～」
時間
18:00～20:00
講師︓河田 成人（名古屋市立大学
大学院システム自然科学研究科教授）
参加費 600円
会場
ナディアパーク デザインセンタービル7階 7th Cafe 内容はWEBをご確認ください。
名古屋市立大学サイエンスカフェ事務局 対象 一般
問合先
TEL:052-872-3461
申込 事前申込制、先着30名
連携博物館講座「人類の移動︓黒曜岩製石器の分析・観察から」
時間
南山大学人類学博物館と名古屋大学
13:30～15:00
博物館の連携博物館講座「大学博物
対象
小学校高学年以上
館が語る、地球と人類のヒストリー」、
参加費 無料
2019年のテーマは「移動」（全4回）
会場
名古屋大学博物館講義室
名古屋大学博物館 TEL:052-789- 講師︓上峯 篤史（南山大学人文学
部）
問合先 5767、南山大学人類学博物館

問合先

事前申込制（9/14～）、
申込
先着12名/回

スズメバチの巣を解体してみよう①
時間
13:30～14:00
スズメバチの巣を解体して巣のしくみを観
察します。
対象
どなたでも
参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) 講師︓長谷川 道明（豊橋市自然史
博物館学芸専門員）
会場
豊橋市自然史博物館
豊橋市自然史博物館
問合先
TEL:0532-41-4747
申込 申込不要
海と日本プロジェクト 海・みなと・蒲郡 ぶらぶら♪蒲郡 海めぐりシーツアー2019
時間
10:00～16:00頃
西浦半島の海上をめぐり、三河湾の旬を
対象
小学生以上（小学生は保護者同伴） 味わいながら、海の幸と、それを育む蒲郡
の海と大地について学びます。
参加費 500円（昼食代含む）
会場
蒲郡市生命の海科学館
蒲郡市生命の海科学館
問合先
申込 事前申込制、定員45 名
TEL:0533-66-1717
企画展関連イベント「日帰りバスの旅 トヨタのクルマづくり出発の地・刈谷を巡る＆
和洋中から選べるランチ」①
時間
行先︓刈谷市内のトヨタグループ関連施
9:00集合、17:30同館着（予定）
設および刈谷市歴史博物館
対象
中学生以上
選べるランチ︓㈱豊田自動織機の福利
参加費 3,500円
厚生施設シャインズで特別にランチを満
集合
トヨタ産業技術記念館
喫︕
㈱トヨタツーリストインターナショナル
問合先
営業推進室 TEL:052-951-0111
申込 事前申込制（9/1〆）、先着40名
手軽で簡単ヘルシークッキング①
時間
10:00～11:30
一人分だけ料理するのは面倒。そんな時
はポリ袋が大活躍︕簡単、後片付けもラ
対象
一般
クチンの調理法を紹介します。
参加費 1,000円
会場
名古屋文理大学文化フォーラム 研修室 講師︓石川 豊美（健康栄養学科准
教授）
名古屋文理大学地域連携センター
問合先
TEL:0587-23-2400
申込 事前申込制（9/30〆）、先着40名
市民観望会「土星と月をみる会」
時間
プラネタリウムでの講座の後「天文台」と
18:15～20:30
対象
どなたでも(中学生以下は保護者同伴) 「星のひろば」で、その時々の見ごろの天
参加費 大人700円、小人(中学生以下)300円 体をご覧いただきます。
会場
名古屋市科学館

申込

TEL:052-832-3147
申込 申込不要
名古屋市立大学 第5回市民公開講座 「植物の進化と多様性」
時間
13:00～15:00
植物の祖先は太古の昔に海で誕生した
藍藻の仲間だと考えられていますが、藍
対象
どなたでも
藻から多種多様な植物へと進化した過
参加費 500円
程とそれら植物の特徴について解説しま
名古屋市立大学桜山(川澄)キャンパス
会場
す。講師︓木藤 新一郎（システム自然
医学研究科・医学部研究棟11階講義室A
科学研究科教授）
名古屋市立大学事務局

9/28 公開講座「家庭でやってはいけない科学実験」
まぜるな危険︕食べられません︕身近に
(土) 時間 （午前）10:00～11:30、
ある様々な注意書き…。一体どんな危険
・29
（午後）13:30～15:00
(日) 対象 小学生以上
が潜んでいるのか︖安全な器具を使っ
て、実際に実験してみよう︕
参加費 200円
（※ただし小学生は保護者ペア）
会場 サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）
サイエンスワールド
問合先
TEL:0572-66-1152

TEL:052-853-8308

11/23 名古屋市立大学 第9回市民公開講座 「人生100年時代を生き抜く!-更年期を
(土・ 過ぎた大人のためのカラダづくり講座-」
祝) 時間 13:30～15:00
人が元気に過ごすために、更年期以降の
体にどのような変化が生じているかについ
対象
どなたでも
てご紹介し、そうした変化に対応するため
参加費 500円
名古屋市立大学桜山(川澄)キャンパス の軽い運動を参加者の皆さんと一緒に行
会場
います。 講師︓渡邊 実香（看護学研
看護学部棟3階 308教室
究科准教授）
名古屋市立大学事務局

12/15
(日)

問合先

TEL:0532-41-4747
名古屋大学出前授業 in 豊橋 2019
12/22
時間
13:30～14:30
(日)
対象
小学3年生以上
参加費 無料
会場
豊橋市視聴覚教育センター

申込

事前申込制、定員︓40名

講師︓舟洞 佑記（名古屋大学大学
院工学研究科助教）
詳細はWEBをご覧ください。

詳細はWEBをご覧ください。
名工大テクノチャレンジmini ～空気でものを動かそう～
12/24
時間
10︓00～12︓00
風船を使って簡単なホバークラフトとヘリコ
(火)
プタを作ります。この他に空気がどんな力
対象
小学1年～3年
を持っているかを観察する実験を行いま
参加費 無料
す。講師︓南口 泰彦（技術部計測分
会場
名古屋工業大学24号館116号室
名古屋工業大学学務課学務企画係 析課）
問合先 豊橋市視聴覚教育センター TEL︓0532-41-3330 申込

問合先

TEL:052-735-5069

申込

事前申込制

5日間以上にわたって開催されるイベント

6/4 「仮説をあつめた本をつくる」ワークショップの様子を展示で紹介します︕
(火) 時間 10:00～16:00 (入館は15:30まで) 名古屋大学博物館や東山キャンパスで
休館日︓日曜・月曜
みつけたちょっと気になるものが一体なん
～
10/19 対象 どなたでも
なのか「もしも、たとえば、もしかしたら」とい
(土) 参加費 無料
ろいろ考えて、みんなで本をつくるワーク
ショップを6/1に開催しました。その様子を
会場
名古屋大学博物館 3F展示室
展示でご紹介します。
名古屋大学博物館
問合先
TEL:052-789-5767
申込 申込不要
7/20 ジオパークを知ろう︕
東三河8市町村では、日本ジオパークへ
(土) 時間 8:00～15:30
の認定を目指し様々な事業を展開してい
～ 対象 どなたでも
9/29 参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) ます。当企画展では、東三河ジオパーク
(日) 会場 豊橋市自然史博物館 イントロホールほか 構想をはじめ、日本のジオパークの見どこ
ろや活動内容などについて紹介します。
豊橋市自然史博物館
問合先
TEL:0532-41-4747
申込 申込不要
9/1 ドキュメンタリー映画「アポロ11 ファースト・ステップ版」（25分版）上映
(日) 時間 10:00～17:00に14回程度連続上映 アポロ11号月面着陸50周年を記念した
ドキュメンタリー映画を期間限定で上映し
～ 対象 入館者
9/29 参加費 無料（高校生以上は科学館観覧料が必要） ます。
(日) 会場 名古屋市科学館
問合先 名古屋市科学館 TEL:052-201-4486 申込 申込不要
9/7 チャレンジワークショップ「もふもふスイーツ」
(土) 時間 ①10︓00～11︓00 ②11︓15～12︓15 混ぜると膨らむプラスチック「発泡ウレタン」
③13︓30～14︓30 ④14︓45～15︓45
を使って、スイーツサンプル作りに挑戦して
～
9/29
小学生以上 各回12名（小学6年生までは保護 みよう。
対象
(日)
者同伴）大人1名につき子供2名まで同伴可能 9/7(土)～9/29(日)の土・日・祝のみ開催
会場

サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）

参加費

問合先 サイエンスワールド TEL:0572-66-1151 申込

500円
当日会場前にて申込受付

9/7 プラネタリウム9月一般投影「スマホで楽しむ宇宙」
スマートフォンやタブレットは、高性能なカ
(土) 時間 WEBでご確認下さい
メラでありコンピューターでもあります。惑星
～ 対象 どなたでも
や月を撮ったり、夜空の星を確認したり、
9/29
大人800円、高大生500円(要学生
入場料
(日)
天文や宇宙のアプリも活用できます。その
証)、中学生以下無料
楽しみ方を紹介します。
会場
名古屋市科学館

問合先 名古屋市科学館 TEL:052-201-4486 申込 当日受付
9/14 特別展「骨から読み解く霊長類のくらしと進化 －霊長類骨格博物館－」
日本モンキーセンターは4,000点を超える世界
(土) 時間 10:00～17:00（10月まで）
有数の霊長類骨格標本コレクションを所蔵して
10:00～16:00（11月から1月）
～
います。本特別展ではこのコレクションを大公開。
1/27 対象 一般
骨格標本から、霊長類の進化の歴史や、環境
(月) 参加費 無料（入園料が必要）
適応が生み出した多様性を読み解いていきま
会場

日本モンキーセンタービジターセンター内特別展示室

す。めくるめく骨の世界へようこそ︕

申込 申込不要
9/25 企画展「トヨタグループはじまり物語 ～世の人のために、これからも～」
トヨタグループの発祥当時の志や熱き思い
(水) 時間 9:30～17:00
をお伝えし、人々の豊かさと幸福を目指し
～ 対象 一般
て奮闘した様子を展示します。無料ゾー
12/1 参加費 無料
(日) 会場 トヨタ産業技術記念館エントランスロビー特設会場 ンでの開催のため、どなたでもご覧いただ
けます。
トヨタ産業技術記念館
問合先
TEL:052-551-6115
申込 申込不要
プラネタリウム10月一般投影「生まれつつある系外惑星」
10/1
46億年前に私達の太陽系が誕生しまし
(火) 時間 WEBでご確認下さい
た。そして今、宇宙のあちこちで生まれつ
～ 対象 どなたでも
つある惑星系の姿を捉えることができるよ
10/31
大人800円、高大生500円(要学生
入場料
(木)
うになりました。電波天文台ALMAの成
証)、中学生以下無料
果をもとに惑星のでき方を探ります。
会場
名古屋市科学館
問合先 名古屋市科学館 TEL:052-201-4486 申込 当日受付
10/5 チャレンジワークショップ「金属のきらめき」
(土) 時間 ①10︓00～11︓00 ②11︓15～12︓15 金属の基本的な性質から、金属が起こす
③13︓30～14︓30 ④14︓45～15︓45
不思議な現象まで、様々な不思議を実
～
10/27
小学生以上 各回12名（小学6年生までは保護 験から体験︕
対象
(日)
者同伴）大人1名につき子供2名まで同伴可能 10/5(土)～10/27(日)の土・日・祝のみ開催
問合先 日本モンキーセンター TEL:0568-61-2327

会場

サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）

参加費

問合先 サイエンスワールド TEL:0572-66-1151 申込

WEBでご確認下さい
当日会場前にて申込受付

10/12 第15回 自然史博物館自由研究展
豊橋市内の小中学生が行った自由研究
(土) 時間 9:00～16:30
～ 参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) 作品から、生物・地学をテーマにした優れ
11/10
豊橋市自然史博物館 イントロホール～ た作品を表彰、展示します。
会場
(日)
自然史スクエア周辺
対象 どなたでも
豊橋市自然史博物館
問合先
TEL:0532-41-4747
申込 申込不要
11/1 プラネタリウム11月一般投影「世界のニュートリノ観測」
ニュートリノの観測は巨大な水のタンクを
(金) 時間 WEBでご確認下さい
使った日本のスーパーカミオカンデが有名
～ 対象 どなたでも
です。実はそれ以外にも独創的な手法に
11/30
大人800円、高大生500円(要学生
入場料
(土)
よる観測が行われています。世界の特徴
証)、中学生以下無料
ある観測装置と成果を紹介します。
会場
名古屋市科学館

問合先 名古屋市科学館 TEL:052-201-4486 申込 当日受付
11/2 チャレンジワークショップ「ジュースの中身を調べてみよう」
(土) 時間 ①10︓00～11︓00 ②11︓15～12︓15 ジュースに含まれている酸の量や、糖分や
③13︓30～14︓30 ④14︓45～15︓45
塩分などの成分を調べ、身近なジュース
～
12/1
小学生以上 各回12名（小学6年生ま の中身を科学的に分析します。
対象
11/2(土)～12/1(日)の土・日・祝のみ開催
(日)
では保護者ペア）
参加費 200円
会場 サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）
問合先 サイエンスワールド TEL:0572-66-1151 申込 当日会場前にて申込受付
11/16 豊橋周辺の植物化石
当館の一大植物化石コレクションである
(土) 時間 9:00～16:30
「黒田啓介コレクション」を中心に豊橋周
～ 対象 どなたでも
12/15 参加費 無料(総合動植物公園入園料が必要) 辺の第四紀植物化石の展示や、クリーニ
(日) 会場 豊橋市自然史博物館 イントロホール
ング作業の様子等を紹介します。
豊橋市自然史博物館
問合先
申込 申込不要
TEL:0532-41-4747
12/7 チャレンジワークショップ「親子でつくろうポンポン船」
ポンポンと音を出しながら走る︕とっても不
(土) 時間 WEBでご確認下さい
思議なポンポン船の制作に挑戦してみよ
～ 対象 WEBでご確認下さい
12/28 参加費 WEBでご確認下さい
う︕
(土) 会場 サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター） 12/7(土)～12/28(土)の土・日・祝のみ開催
問合先 サイエンスワールド TEL:0572-66-1151 申込 当日会場前にて申込受付

地域にサイエンスやものづくりを気軽に楽しむ文化を育むため、人々の交流と対話の場をつくりだすことを目的に、2011 年から毎年秋に開催してきました。名古屋大

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

学が主催し、愛知県および岐阜・三重県の大学や社会教育施設等の連携による「あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク」の連携協力活動として運営し

TEL：052−747-6527

あいちサイエンスフェスティバルは、愛知県全域および周辺地域で開催する地域科学祭です。この

ています。WEB では、年間を通して様々なサイエンスイベント情報を掲載しています。メールマガジンや SNS でも随時情報発信しています。ぜひご利用ください。

E-mail：asf@aip.nagoya-u.ac.jp

