
時間/対象 13:30～17:00/一般、専門知識や高い知識を持つ方
会場 愛知県技術開発交流センター（刈谷市）
問合先 科学技術交流財団　電話0561-76-8326 申込方法 事前申込制（WEB等）、先着100名、9/4〆切

時間/対象 13:30～14:00/どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 申込不要、先着30名

時間/対象 13:30～16:00/知的財産に関心のある方
会場 岡崎商工会議所
問合先 愛知県産業労働部　電話052-954-6370 申込方法 事前申込制（WEB等）先着40名

時間/対象 13:00～15:15/中学生以上（生徒・学生優先）
会場 名古屋国際会議場 センチュリーホール
問合先 第76回応用物理学会　E-mail：meeting@jsap.or.jp 申込方法 事前申込制（WEB）9/4〆切、空席があれば当日参加可

時間 13:00～17:15
対象 一般、専門知識や高い知識を持つ方
会場 名古屋国際会議場 センチュリーホール
問合先 第76回応用物理学会　E-mail：meeting@jsap.or.jp 申込方法 事前申込制（WEB）9/4〆切、空席があれば当日参加可

時間 ①11:00～12:00、②14:00～15:00
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
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　電話0572-66-1151 申込方法 事前申込制（電話）先着各回10名

時間 ①10:00～12:00、②14:00～16:00
対象 小学校高学年以上（小学生は保護者同伴）
会場 蒲郡市生命の海科学館、竹島
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 事前申込制(WEB等)先着各回30名

時間/対象 13:30～16:00/知的財産に関心のある方
会場 岡崎商工会議所
問合先 愛知県産業労働部　電話052-954-6370 申込方法 事前申込制（WEB等）先着40名

時間/対象 13:00～15:30/どなたでも
会場 ジュンク堂書店ロフト名古屋店　7階ブックサロン
問合先 KagaQ事務局　lets.science.talk@gmail.com 申込方法 事前申込制、先着20名程度

時間/対象 19:00～20:00/小学校高学年以上（小学生は保護者同伴）
会場 蒲郡市生命の海科学館
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 申込不要

時間/対象 18:30～20:00/小学4～6年生（保護者同伴）
会場 蒲郡市生命の海科学館
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 事前申込制（WEB等）先着60名

時間/対象 9:00～16:00/中学生以上
会場 新城市ほか。豊橋市自然史博物館集合
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 事前申込制（往復はがき）抽選25名、9/17〆切

時間 13:10～17:00
対象 高校生以上
会場 名古屋市立大学　桜山キャンパスさくら講堂
問合先 名古屋市立大学　山の畑事務室　電話052-872-5802 申込方法 事前申込制（WEB等）10/1〆切、空席があれば当日参加可

時間/対象 14:00～15:30/小学5年生以上
会場 蒲郡市生命の海科学館
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 当日受付、13:15～整理券配布、先着30名

時間 講演15:00～16:30、天文教室17:00～18:00
対象 小学生以上
会場 大垣市スイトピアセンター コスモドーム・天体観測室
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 事前申込制（WEB）先着150名

時間/対象 9:30～11:00/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　合掌造りの家前集合
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 14:00～15:30/小学生（小学3年生以下は保護者同伴）
会場 大垣市スイトピアセンター 子どもサイエンスプラザ
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 事前申込制（WEB）、10/1～受付開始、先着順

時間/対象 14:30～15:00/どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 申込不要

時間 ①10:30～12:00、②14:00～15:30
対象 小学3年生～中学生
会場 蒲郡市生命の海科学館
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 事前申込制(WEB等)先着各回30名

時間/対象 14:00～14:30/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館研修室前
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間 14:00～15:30
対象 一般
会場 蒲郡市生命の海科学館
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 申込不要

時間/対象 14:00～15:00/どなたでも
会場 大垣市スイトピアセンター　コスモドーム
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 事前申込制（WEB）先着順150名

時間/対象 11:00～12:00/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館研修室
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間 18:45～20:00
対象 学生～一般
会場 文化系飲食店「ボクモ」
問合先 KagaQ事務局　lets.science.talk@gmail.com 申込方法 予約優先（38名）、空席があれば当日参加可能

時間/対象 14:00～16:00/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館研修室
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要、先着30名

時間/対象 10:30～（予定）＊HPでご確認ください/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　動物園内
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 14:00～　/親子（幼児～）
会場 愛知こどもの国　科学ひろば
問合先 愛知こどもの国　電話0563-62-4151 申込方法 事前申込制（WEB等）先着各日20名、空きがあれば当日可

時間/対象 13:30～15:30/小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
会場 豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 事前申込制（往復はがき）抽選25名、10/13〆切

時間/対象 14:00～15:30/小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
会場 大垣市スイトピアセンター　子どもサイエンスプラザ
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 事前申込制（WEB）10/1～受付

10/17(土)
～18(日)

講演会「アートとサイエンスを俯瞰する」
科学技術とアートの融合から生まれたプロジェクションマッピングと、
ジャーナリズムの眼からみた科学史を通して、人の営みとしての科学
の一面に光をあてます。講師：杉森順子（愛知工科大学准教授）、
藤吉隆雄（北海道大学特任准教授）

文学座女優による星空朗読会「新美南吉の世界～ごんぎつねを聴く～」
八十川真由野氏を招いて、プラネタリウムの星空の下、教科書でも
おなじみの作品「ごんぎつね」などの朗読を楽しみます。

バックヤード温室公開
短い時間ですが、普段は非公開の温室に入っていただけます。保存
修理工事中の温室前館にあった植物を鑑賞することができます。

休日パテントセミナー2015　in岡崎　「権利を有効に活用しよう！－特許権と商標権について－」

三河湾に浮かぶ竹島は、数千万年前には地下深部で活動してい
た灼熱のマグマのかたまりでした。当時をものがたる断層や岩脈をみ
ながら、竹島をお散歩しませんか？

いまや最先端のサイエンスにも応用される折紙。折紙作家の川畑文
昭氏を迎え、折紙作品の中に生きる数学についてわかりやすく紹介します。

明日はいわしの日スペシャル　ナイト★ミュージアムでクイズにチャレンジ！

知的財産の専門家である弁理士が、知的財産について実例を交え
てわかりやすく説明します。講師:丸山明夫（日本弁理士会東海支部所属）

9/26
（土）

休日パテントセミナー2015　in岡崎　「知的財産契約の基礎知識～秘密保持、共同出願、ライセンス～」

9/13
(日)

第76回応用物理学会 秋季学術講演会 特別シンポジウム「ノーベル賞受賞者からの未来へのメッセージ」
講演：天野浩（名古屋大学教授、2014年ノーベル物理学賞受賞）、
益川敏英（名古屋大学特別教授、2008年ノーベル物理学賞 受賞）

第76回応用物理学会 秋季学術講演会 特別シンポジウム『「新第6次産業革命」～人と技術の融合による未来産業と社会～』
講演『新第6次産業革命とは・・「人と技術の融合」の必要性』宇治
原徹（名古屋大学教授）、『ハードウェアが変えていく、今後10年
のクラウドとIT』佐藤一憲（グーグル）他。パネルディスカッションも。

10/4
(日)

めざせ！ジオガイド　ジオガイド養成講座「豊川の流れはなぜそこに？　その謎をとく」（ジオツアー）
本宮山や吉祥山など中央構造線を境とする地質と豊川との関係を
さぐります。

学芸員ミュージアム・トーク「スズメバチの巣の秘密」

プレイベント（会期前に開催されるイベント）

会期中イベント

9/12
(土)

収蔵庫たんけん「魚類標本」
博物館の収蔵庫に保管されている未公開資料が見学できます。今
回は「魚類標本」を紹介します。

毎回違ったテーマで学芸員が常設展示や収蔵標本を紹介します。
今回はスズメバチの巣の秘密を紹介します。

10/25 スズメバチの巣を解体してみよう

ワークショップ「隕石の中に星雲をさがそう」
小惑星のかけらである隕石を顕微鏡でのぞくと、見えてくるのは”宇宙”

講演会「つながっている宇宙・社会・いのち－国際光年2015宇宙からの光－」
今年は国際光年。宇宙からの光を調べ、命と文明について考えます。
講師：縣秀彦（自然科学研究機構国立天文台准教授）

ヘビ、ムカデ、サソリ、クモ・・・本当にキケンな生き物は？　実際に生
き物に触れ、生物多様性を考えます。

平成27年度前期公開講座「キケンな生き物たち」

次世代自動車や航空宇宙等、新産業分野向けに、炭素繊維の
加工技術や研究開発動向の最新情報を提供します。

第1回　炭素繊維応用技術研究会

特別講演「物理学から生命進化学への道　タンパク質はモジュール
からできている～機能と進化～」講師：郷通子（情報・システム
研究機構理事）、「あのサイエンスカフェをもう一度」ほか。

惑星地球を感じよう!ジオツアー　～マグマの島・竹島～

第1回KagaQトークライブ「折紙が織りなす数学のカタチ」

知的財産の専門家である弁理士が、知的財産について実例を交え
てわかりやすく説明します。講師：加藤光宏 (日本弁理士会東海支部所属弁理士）

夜の科学館で、化石やいん石のクイズに挑戦しよう！　今回は、科
学館の展示にまつわる最先端の科学研究に挑みます！

サイエンスカフェin名古屋　100回達成特別講演会

JAXAコズミックカレッジ　～ファンダメンタルコース～
宇宙が大好きなキッズ、集まれ～！　宇宙をテーマにした実験・体
験活動にチャレンジ！　観察、実験、ものづくりなど自然を探求する
体験を重ねることで、科学的なものの見方、考え方を深めよう！

顕微鏡で覗く植物の世界
顕微鏡を覗いて、普段気がつかない植物のミクロの世界を楽しみます。

アサギマダラのマーキング調査
渡りの蝶「アサギマダラ」のマーキング調査をして、その生態を調べます。
講師：近藤記巳子（自然観察指導員）

おもしろ科学教室「空き缶で綿菓子づくりに挑戦!!」
ジュースの空き缶とモーターを使って綿菓子つくりに挑戦します。ザラメ
を熱して綿菓子ができる秘密に迫ります。

テレビでおなじみの鑑定士 澤田平さんとエレキテルを学ぼう！
「開運！なんでも鑑定団」等テレビでもおなじみの鑑定士、澤田平
さんがエレキテルについてお話しします。楽しいトークをぜひお楽しみ下さい。

音痴な電子オルゴール
水電池を作って電子オルゴールを鳴らします。美しい音色で鳴らす
工夫をします。

おもしろ科学教室「ブーメランを作って飛ばそう」
厚紙でブーメランを作ります。飛ばし方をいろいろ工夫してうまく戻って
くるブーメランを作ろう。

駆除したスズメバチの巣を解体して巣の構造を調べます。またスズメ
バチを使って昆虫の体のしくみと標本づくりを学びます。

動物園長さんと歩こう！
毎回大好評の「園長と歩こう！」東山動植物園の動物園長と一緒
に動物園を歩いてみませんか？　貴重なお話が聞けちゃうかもしれません。

10/24(土)
～25(日)

9/11
(金)

9/23
(祝)

10/3
(土)

10/11
(日)

10/17
(土)

10/23
(金)

9/16
(水)

夜の科学館をさんぽ★中秋の名月スペシャル
月の科学の最先端をご紹介します。夜の科学館の中庭で、中秋の
名月をめでながら、月のお話を楽しみませんか？

10/20
（火）

第2回KagaQトークライブ「細胞を元気づけて病気を治す－再生医療の全体像を知る－」
からだ本来がもっている自然治癒力を高め病気を治す再生医療。
自然治癒力の基である細胞を元気にする方法を説明します。
講師：田畑泰彦(京都大学再生医科学研究所教授）

9/22(祝)

～23(祝)

9/27
（日）

10/10
（土）

10/12
（祝）

10/24
(土)

時間/対象 14:00～14:30/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館研修室前
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 9:30～15:00/小学4年生以上
会場 豊橋市自然史博物館集合、田原市吉胡貝塚資料館
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 事前申込制（往復はがき）抽選25名、10/15〆切

時間 ①11:00～11:45、②14:00～14:45
対象 どなたでも
会場 蒲郡市生命の海科学館
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 申込不要

時間 13:15～15：00
対象 どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　動物会館レクチャーホール
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 13:30～　/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館前集合
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 10:30～（予定）＊HPでご確認ください　/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　動物園内
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 13:30～14:30/幼児（親子）～小学生
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館研修室
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 9:00～16:30　/中学生以上
会場 設楽町。豊橋市自然史博物館集合
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 事前申込制（往復はがき）抽選25名、10/22〆切

時間/対象 14:00～15:30/小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
会場 大垣市スイトピアセンター　子どもサイエンスプラザ
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 事前申込制（WEB）11/1～受付

時間/対象 13:30～14:00/どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 申込不要、先着30名

時間/対象 13:30～/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館前集合
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 14:00～15:00/どなたでも
会場 大垣市スイトピアセンター　コスモドーム
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 事前申込制（WEB）10/16～受付

時間 14:00～15:30
対象 小学校3年生以上
会場 豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 事前申込制（電話等）先着40名

時間/対象 14:00～15:30/小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
会場 大垣市スイトピアセンター　子どもサイエンスプラザ
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 事前申込制（WEB）11/1～受付

時間/対象 10:30～12:00、13:00～15:30/どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　植物会館研修室
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間/対象 9:30～16:30　/どなたでも
会場 名古屋市港防災センター
問合先 名古屋市港防災センター　電話052-651-1100 申込方法 申込不要

時間 ①10:00～②11:15～③13:30～④14:45～
対象 小学生以上（小学4年生以下は保護者同伴）
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　電話0572-66-1151 申込方法 当日受付、各回12組

時間 9:30～17:00
対象 どなたでも
会場 名古屋市科学館　イベントホール
問合先 名古屋市科学館　電話052-201-4486 申込方法 申込不要

時間 ①10:00～②11:15～③13:30～④14:45～
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
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　電話0572-66-1151 申込方法 当日受付、各回12組

時間/対象 9:00～17:00　/どなたでも
会場 蒲郡市生命の海科学館
問合先 蒲郡市生命の海科学館　電話0533-66-1717 申込方法 申込不要

時間 平日9:00～17:00、土日祝9:00～19:00
対象 どなたでも（車やモータースポーツが好きな方、ものづくりに関心がある方）
会場 MieMu(みえむ)：三重県総合博物館
問合先 MieMu(みえむ)　電話059-228-2283 申込方法 申込不要

時間/対象 9:00～17:00　/どなたでも
会場 大垣市スイトピアセンター　アートギャラリー
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-82-2310 申込方法 申込不要

時間/対象 9:00～17:00　/どなたでも
会場 大垣市スイトピアセンター　コスモドームギャラリー
問合先 大垣市文化事業団　電話0584-84-2000 申込方法 申込不要

時間/対象 9:00～16:30　/どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館
問合先 豊橋市自然史博物館　電話0532-41-4747 申込方法 申込不要

時間 9:30～17:00
対象 どなたでも
会場 トヨタ産業技術記念館　特別展示室
問合先 トヨタ産業技術記念館　電話052-551-6115 申込方法 申込不要

時間 13:30～15:30＊日によって時間が異なります。
対象 どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　動物園内
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 申込不要

時間 14:00～15:00
対象 どなたでも
会場 名古屋市東山動植物園　動物園内
問合先 名古屋市東山動植物園　電話052-782-2111 申込方法 事前申込制（WEB等）、9/11～受付開始

事前に開催したワークショップでつくった手作り絵本と、手作り絵本作
家の方々の作品が展示されます。手作り絵本を手にとってご覧ください。

10/3 (土)～
11/3（祝）

奏楽～SORA～ファンタジックプラネタライブ
赤ちゃんから大人の方まで、星空の下で一緒にリラックスしましょう。
出演：奏楽～SORA～(兒玉貴栄；フルート、松尾真理；ピアノ）

11/15
(日)

おもしろ科学教室「ポンポン船を作って遊ぼう」

伊勢湾台風企画展
昭和34年9月26日に、名古屋市を含め東海地方に甚大な被害
を出した「伊勢湾台風」を教訓に、その後の防災対策を紹介します。

9/1(火)～
10/25(日)

10/3 ～
11/15の

アニマルトーク・リレー
各動物の獣舎の前で飼育員が担当の動物についてトークしちゃいま
す！　30分ごとに違う動物のトークをリレーのように次々行っていきま
す。詳しくは東山動植物園のHPをご覧ください。

10/3～
11/14

10/18（日）
各土曜と

大人気の親子どうぶつ講座を今年も開催します。日程によって講座
内容が異なりますので、詳しくは東山動植物園のHPをご覧ください。

親子どうぶつ講座

新美南吉についてのパネル展示や大垣ゆかりの南吉の友人に関す
る資料、新美南吉絵本大賞の入賞作品を展示します。

10/10(土)

～

トヨタコレクション企画展「覗いてみよう！レンズの向こうは100年前」
当館で保管している貴重な科学技術資料「トヨタコレクション」の所
蔵品の中から、カメラ、望遠鏡、顕微鏡、覗きからくりなどのレンズを
利用した機器、および明治時代の古い写真を展示・紹介します。

9/12 (土)～

23(祝)

9/19(土)～
11/3(祝)

第6回「惑星地球フォトコンテスト」入賞作品展
「地球」をテーマにした写真コンテストの最高峰の入賞作品を展示。
母なる大地、生命の惑星・地球の知られざる一面を見つめてみませんか。

9/19(土)～

11/15(日)

第8回企画展「SUZUKA　夢と挑戦のステージ～ホンダのF1と鈴鹿サーキット～」

ホンダと鈴鹿サーキットのF1をめぐる挑戦の軌跡をご紹介します。

顕微鏡で覗く植物の世界
顕微鏡を覗いて、普段気がつかない植物のミクロの世界を楽しみます。

貝塚の土から骨を拾い出し、縄文時代の動物や縄文人の食生活
の調べ方を実践します。

ホネホネ探検隊－縄文時代の動物を調べようー

10/10(土)
～11/3(祝)

新美南吉展

LEDと美濃和紙でつくるランプシェード
LEDとIC、そして岐阜県の伝統工芸品でもある美濃和紙を使って、
ぴかぴかと不規則に光るランプシェードを作りましょう。

9/19(土)～

23(祝)

チャレンジワークショップ「消臭ビーズアラカルト」
家庭でもよく使用されている消臭ビーズ。消臭ビーズの特性を調べ、
さらにそれを利用した蓄電池やオブジェの作製に挑戦してみよう！

企画展「バイオなものづくり～生物の多様性に学ぶ」
生物のからだのデザインや生態からヒントを得たものづくり「バイオミメ
ティクス（生物模倣工学）」が注目されています。ハチの群れからヒ
ントを得た自動車制御技術など、代表的な例を紹介します。

9/5～11/3

みる。かんじる。うまれる絵本展

11/14
(土)

収蔵庫たんけん「岩石標本」
博物館の収蔵庫に保管されている未公開資料が見学できます。今
回は「岩石標本」を紹介します。

名古屋大学出前授業in豊橋2015「トリケラトプスの歩き方～ホネの形の意味を探る～」
絶滅した恐竜はどのように歩いていたのでしょうか。現在生きている動
物たちの歩き方と骨の形の関係から、絶滅した動物の姿を復元する
方法を紹介します。講師：藤原慎一(名古屋大学博物館助教)

11/22
(日)

おもしろ科学教室「ポップコーンの秘密と人工イクラを作ろう」
ポップコーンはどのようにしてできるのかな？トウモロコシの種類に秘密
がありそうだね。他に本物そっくりな人工イクラを作ってみよう。

ボタニカルトーク　～植物管理人の温室トークリレー～
植物園の職員がリレー形式で温室植物（サボテン、食虫植物等）
のお話をします。

オナモミダーツと木の実で標本づくり

オナモミでダーツをしたり、木の実で標本をつくってみたりしましょう。

11/14(土)
～15(日)

11/22(日)
～23(祝)

11/7
(土)

動物園長さんと歩こう！
毎回大好評の「園長と歩こう！」東山動植物園の動物園長と一緒
に動物園を歩いてみませんか？貴重なお話が聞けちゃうかもしれません。

アルミパイプで作ったボイラーに水を入れ、ろうそくなどで熱すると走り
出すぽんぽん船。よく走りますよ。

スペースファンタジーライブ　～星といのちをつなぐ物語～
科学館のミュージアムシアターが、宇宙に早変わり。宙先案内人・高
橋真理子さんがつむぐ星と生命をつなぐ億年の物語を、どうぞお楽し
みください。

動物講演会「動物園のゴリラと野生のゴリラ　～シャバーニとパパジャンティ～」
「イクメン」ゴリラとして東山動物園の”シャバーニ”が話題になっていま
す。野生のゴリラと動物園のゴリラは、どこが違い、どこが共通している
のでしょう？　講師：竹ノ下祐二（中部学院大学准教授）

11/3
(祝)

10/31
(土)

11/1
(日)

千種図書館の司書さんの植物に関する絵本の読み聞かせを楽しみ
ながら、合わせて、植物を使った遊びを体験します。

ボタニカルトーク　～植物管理人の温室トークリレー～
植物園の職員がリレー形式で温室植物（サボテン、食虫植物等）
のお話をします。

おはなししょくぶつえん

11/8
(日)

めざせ！ジオガイド　ジオガイド養成講座「設楽に太古の湖をたずねる」（ジオツアー）
柴石峠や岩古屋山などから、設楽の地形、地質の変遷をたどります。

ポストイベント（会期後に開催されるイベント）

第11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の優秀作品を展示します。10/10(土)

～11/3(祝)

4日間以上にわたって開催されるイベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊休館日を確認して、お出かけください。

時間 17:00～18:30
対象 高校生～大学生
会場 クレイグスカフェ（Creigs Cafe） シアトルエスプレス名大店
問合先 KagaQ事務局　lets.science.talk@gmail.com 申込方法 事前申込制、先着15名程度

サイエンス好きな大学生、大学を目指す高校生の皆さん、大学生と
いう貴重な時間を有意義に過ごしたいと思いませんか？　名大で若
手研究者の会を主導するゲストが、大学生活の”コツ”を教えます！

第3回KagaQトークライブ「名大の先生にきく～これからの大学生の過ごし方・理系編～」

隕石と、小惑星「はやぶさ2」のミッションの関連についてご紹介します。

(日)

11/3 (祝)

土日祝

（11/21（土）も開催）

（金）
10/30
(金)

の土日祝

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！新しいイベント情報も追加されています！

あいちサイエンスフェスティバルとは、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ています。HP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。

子どももおとなも楽しめる、70以上の企画が大集合 ！！子どももおとなも楽しめる、70以上の企画が大集合 ！！ ※背景がオレンジのイベントは特集「生命進化」関連イベントです
※参加費が必要なイベントもあります


