
8月26日（火）（プレ企画）

（ポスト企画）

（ポスト企画）

（プレ企画）

ファーブルが愛した植物画を描こう －植物画からサイエンスを考える－
10：00 ～15：30
柘植綾子（水彩画家）、小川純（歯科医師）、足立ゆうじ（名古屋造形大学講師・イラストレーター）
名古屋市動植物園植物会館研修室
中学生～高校生
　　　　　事前申込制、10 名程度。名古屋造形大学（足立 )y-adachi@nzu.ac.jp

9月6日（土）（プレ企画）

日本物理学会市民科学講演会「私たちの生活をかえる物質科学」
14：00 ～17：00
北澤宏一（東京都市大学学長）、細野秀雄（東京工業大学応用セラミックス研究所教授）
名古屋大学工学部 IB 電子情報館大講義室
中学生以上
申し込み・事前申込制、名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部HPより申込

先着200 名程度　お問い合わせ：outreach@aip.nagoya-u.ac.jp

9月14日（日）（プレ企画）

（プレ企画）

サイエンスセミナー第 4回「ヒッグス粒子の見つけ方」

「知の拠点あいち」重点研究プロジェクト一般公開デー2014 

小惑星イトカワの砂が教えてくれたこと－“はやぶさ” から“はやぶさ２”へ－

13：00 ～14：30
戸本誠（名古屋大学大学院理学研究科　准教授） 
愛知県図書館1階 AVホール
中学生以上
申し込み・愛知県図書館総務課企画グループ、TEL：052-212-2323

14：00 ～15：30
土` 山明（京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻　教授） 
蒲郡市生命の海科学館
中学生以上
申し込み・蒲郡市生命の海科学館、TEL：0533－66－1717

13：00 ～16：00
あいち産業科学技術総合センター
どなたでも
　　　　　公益財団法人科学技術交流財団　知の拠点重点研究プロジェクト統括部

10月2日（木）
第135回東三河サイエンスカフェ

18：30 ～20：00
河合和久（豊橋技術科学大学情報・知能工学系　准教授）
豊橋技術科学大学 豊橋駅前サテライトオフィス
高校生以上
申し込み・事前申込制、先着20 名。東三河サイエンスカフェ事務局

9月20日（土）

9月28日（日）

ビブリオバトル：テーマ「サイエンス」
14：00 ～15：00
愛知県図書館
中学生以上
　　　　　愛知県図書館総務課企画グループ、TEL：052-212-2323

平成 26年度　秋の薬用植物園市民公開講座
10：00 ～12：00
名古屋市立大学　田辺通キャンパス　薬学研究科　薬草園
どなたでも
　　　　　事前申込制、9/16 必着。定員75 名。名古屋市立大学薬学部事務室

3日以上にわたって開催されるイベント3日以上にわたって開催されるイベント

TEL：0561-76-8357

TEL：0532-44-1304

10月5日（日）
シンポジウム「東三河のジオパークへ向けて」

10：00 ～12：00
高橋誠（静岡県文化・観光部観光政策課）、田畑朝惠（伊豆半島ジオガイド協会会長）
豊橋市自然史博物館
小４以上
申し込み・事前申込制、先着 60 名。豊橋市自然史博物館、TEL：0532-41-4747

収蔵庫たんけん「魚類標本」
13：30 ～14：00
豊橋市自然史博物館
どなたでも
　　　　　豊橋市自然史博物館、TEL：0532-41-4747

～子どもも大人も楽しめる～身近な草観察会
10：00 ～12：00
東山動植物園植物会館研修室
どなたでも
　　　　　名古屋市東山動植物園、TEL：052-782-2111

10月19日（日）
学習教室「スズメバチの巣を解体してみよう」

13：30 ～15：30
長谷川道明（豊橋市自然史博物館学芸員）
豊橋市自然史博物館学習室
小学生以上（低学年は保護者同伴）
申し込み・事前申込制、10/2 必着、定員 24 名。豊橋市自然史博物館

TEL：0532-41-4747

Jr.サイエンス講座
10：00 ～15：00
豊橋市視聴覚教育センター
幼児（親子連れ）～中学生
　　　　　豊橋技術科学大学総務課地域連携係、TEL：0532-44-6569

ボタニカルトーク　－植物管理人の温室トークリレー－
13：30 ～
東山動植物園植物会館前集合
どなたでも
　　　　　名古屋市東山動植物園、TEL：052-782-2111

ボタニカルトーク　－植物管理人の温室トークリレー－
13：30 ～
東山動植物園植物会館前集合
どなたでも
　　　　　名古屋市東山動植物園、TEL：052-782-2111

10月24日（金）
図書館サイエンス夜話　第一夜「情熱サイエンス－植物科学で食糧増産に挑む」

18：30 ～19：45
芦苅基行（名古屋大学生物機能開発利用研究センター　教授）
名古屋市鶴舞中央図書館第1集会室
中学生以上
申し込み・事前申込制、10/11（10 時～）受付開始。定員50 名。

名古屋市鶴舞中央図書館　TEL：052-741-9822

10月25日（土）
＜あいちサイエンスフェスティバル　先端科学技術と社会＞サテライトイベント in 蒲郡

13：15 ～16：15（予定） 
中継元講演者：近藤孝男（名古屋大学大学院理学研究科　特任教授）
蒲郡市生命の海科学館サイエンスショールーム
中学生以上
申し込み・蒲郡市生命の海科学館、TEL：0533－66－1717

10月26日（日）
名古屋大学出前授業 in 豊橋市自然史博物館
「植物プランクトンがクジラを進化させた？- 小さな化石から探る地球変動と生物進化」

14：00 ～15：30
須藤斎（名古屋大学大学院環境学研究科　准教授）
豊橋市自然史博物館
小４以上
申し込み・事前申込制、先着40名。豊橋市自然史博物館、TEL：0532-41-4747

10月18日（土）
Jr.サイエンス講座

10：00 ～16：00
豊橋市視聴覚教育センター
幼児（親子連れ）～中学生
　　　　　豊橋技術科学大学総務課地域連携係、TEL：0532-44-6569

ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「次世代へのメッセージ」
2014 年秋・名古屋セッション「世界を見据える、科学で挑む」（仮）

13：30 ～16：40
下村脩（米ウッズホール海洋生物学研究所特別上席研究員、2008 年ノーベル化学賞）
益川敏英（京都産業大学教授、2008 年ノーベル物理学賞）
名古屋国際会議場
どなたでも（高校生や大学生ら若い世代歓迎） 
申し込み・事前申込制、読売新聞中部支社事務局、TEL：052-211-1852

10月16日（木）
第136回東三河サイエンスカフェ

18：30 ～20：00
河合和久（豊橋技術科学大学情報・知能工学系　准教授）
豊橋技術科学大学 豊橋駅前サテライトオフィス
高校生以上
申し込み・事前申込制、先着20 名。東三河サイエンスカフェ事務局

TEL：0532-44-1304

10月17日（金）
第92回サイエンスカフェ in 名古屋「水が凍ると熱が出る？～身近な物質、その結晶化の不思議」

18：00 ～20：00
三浦均（名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科　准教授）
7th cafe（セブンスカフェ）／ナディアパーク７階
中学生以上
申し込み・名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科サイエンスカフェ事務局

TEL：052 - 872 - 5802

10月13日（祝）
JAXAコズミック・カレッジ－ファンダメンタル★コース－

午前の部：11：00 ～12：30、午後の部：14：00 ～15：30
コズミックカレッジ公認講師
蒲郡市生命の海科学館
小学校 3年生～中学生 
申し込み・事前申込制、各部先着30 名。

蒲郡市生命の海科学館　TEL：0533-66-1717

10月12日（日）
インタープリターと植物園の森を楽しもう

10：00～11：30、13：00～14：30
NPO 法人「水とみどりを愛する会」
名古屋市東山動植物園、植物園合掌造りの家前集合
どなたでも 
申し込み・事前申込制、名古屋市東山動植物園、TEL：052－782-2111

10月11日（土）
アサギマダラのマーキング調査

9：30 ～11：30（雨天順延：10月12日（日））
近藤記巳子（自然観察指導員）
名古屋市東山動植物園、植物園合掌造りの家前集合
どなたでも 
申し込み・名古屋市東山動植物園、TEL：052-782-2111

10月30日（木）
図書館サイエンス夜話　第二夜「魚の神経メカニズム」（仮）

18：30 ～19：45
阿部秀樹（名古屋大学大学院生命農学研究科　准教授）
名古屋市鶴舞中央図書館第1集会室
中学生以上 
申し込み・事前申込制、10/11（10 時～）受付開始。定員50 名。

名古屋市鶴舞中央図書館、TEL：052-741-9822

11月2日（日）
オナモミダーツと木の実で標本づくり

10：30 ～12：00、13：00 ～15：30
東山動植物園植物会館研修室
どなたでも 
　　　　　名古屋市東山動植物園、TEL：052-782-2111

11月3日（祝）
オナモミダーツと木の実で標本づくり

10：30 ～12：00、13：00 ～15：30 
東山動植物園植物会館研修室
どなたでも 
　　　　　名古屋市東山動植物園、TEL：052-782-2111

宇宙についての講演（図書館まつり内企画）
13：30 ～
小林浩（名古屋大学大学院理学研究科　助教）
犬山市立図書館
どなたでも 
申し込み・犬山市立図書館、TEL：0568-62-6300

コアラ来園30周年記念動物講演会「コアラのからだに進化のひみつを探る」
13：15 ～15：00
遠藤秀紀（東京大学総合研究博物館　教授）
名古屋市東山動植物園動物会館レクチャーホール
どなたでも 
申し込み・名古屋市東山動植物園、TEL：052-782-2111

11月7日（金）
図書館サイエンス夜話　第三夜
「野生動物をとことん追跡！－先端技術で行動を記録するバイオロギング」

18：30 ～19：45
依田憲（名古屋大学大学院環境学研究科　教授）
名古屋市鶴舞中央図書館第1集会室
中学生以上 
申し込み・事前申込制、10/11（10 時～）受付開始。定員50 名。

名古屋市鶴舞中央図書館、TEL：052-741-9822

11月9日（日）
ジオツアー「津具の里に鉱山跡をたどる」

8：45 ～16：30
豊橋市自然史博物館学芸員
設楽町ほか（博物館集合・解散、バス使用）
小４以上 
申し込み・事前申込制、10/23 必着、定員 25 名。

豊橋市自然史博物館、TEL：0532-41-4747

6月28日（土）～9月15日（祝）
豊田喜一郎生誕120周年特別展「喜一郎の夢」

トヨタ産業技術記念館特設会場 
　　　　　トヨタ産業技術記念館、TEL：052-551-6115

7月11日（金）～10月8日（水）
企画展示「サイエンスがおもしろい」 

愛知県図書館 
　　　　　愛知県図書館総務課企画グループ、TEL：052-212-2323

7月15日（火）～9月30日（火）
＠ライブラリー「おどろき・発見・サイエンス！」

愛知県図書館ほか愛知県内の公共図書館
　　　　　愛知県図書館総務課企画グループ、TEL：052-212-2323

10月4日（土）～11月16日（日）の土・日・祝
アニマルトーク

名古屋市東山動植物園 
　　　　　名古屋市東山動植物園、ＴＥＬ：052-782-2111

フェスティバル期間中の毎週土・日
ボランティアガイドツアー

13:00 ～／14：00 ～
豊橋市自然史博物館 
　　　　　豊橋市自然史博物館、TEL：0532-41-4747

10月11日（土）～11月3日（祝）
第10回自然史博物館自由研究展

豊橋市自然史博物館 
　　　　　豊橋市自然史博物館、TEL：0532-41-4747

10月15日（水）～12月14日（日）
トヨタ産業技術記念館開館20周年特別展「トヨタの進化　喜一郎の夢、その後」

トヨタ産業技術記念館特設会場 
　　　　　トヨタ産業技術記念館、TEL：052-551-6115

ジオツアー「豊橋ジオサイトめぐり」
13：00 ～16：30
豊橋市自然史博物館学芸員
豊橋市ほか
小４以上
申し込み・事前申込制、9/18 必着、定員 40 名。豊橋市自然史博物館

TEL：0532-41-4747

博士が教える科学教室「皆既月食を楽しもう－地球と月と太陽の不思議な関係」
15：00 ～16：30
縣秀彦（国立天文台　准教授）
大垣市スイトピアセンター　コスモドーム／天体観測室
小学生以上
申し込み・大垣市スイトピアセンター、TEL：0584-84-2000

青少年のための科学の祭典 2014・名古屋大会 
9：30 ～17：00
名古屋市科学館・でんきの科学館
どなたでも
申し込み・大会事務局（名古屋市科学館）TEL：052-201-4486

10月3日（金）
平成 26年度　秋の薬用植物園市民公開講座 

10：00 ～12：00
名古屋市立大学　田辺通キャンパス　薬学研究科　薬草園
どなたでも
申し込み・事前申込制、9/16 必着。定員75 名。名古屋市立大学薬学部事務室

TEL：052 - 836 - 3402

10月4日（土）
青少年のための科学の祭典 2014・名古屋大会 

9：30 ～17：00 
名古屋市科学館・でんきの科学館
どなたでも
申し込み・大会事務局（名古屋市科学館）TEL：052-201-4486

TEL：052 - 836 - 3402

＊どなたでもご参加いただけます。＊どなたでもご参加いただけます。

　あいちサイエンスフェスティバルは、愛知県全域で開催する地域科学祭です。ひろく愛知
県内で、サイエンスへの興味と関心を喚起し、人々の交流と議論の場を生み出すことを目
的に実施しています。10 月を丸ごと含む 5 週間を会期として、会期中は愛知県のどこか
で毎日、サイエンスイベントを開催しています。
　2011年度より2013年度まで、科学技術振興機構（JST)より科学技術コミュニケー
ション推進事業「ネットワーク形成地域型」の支援を受け、名古屋大学が主催し、愛知県
内の大学・研究所・博物館等による「あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク」
の連携活動として実施しました。
　2014年度からも、名古屋大学主催により、「あいちサイエンス・コミュニケーション・ネッ
トワーク」の連携活動として運営していきます。

　フェスティバル期間以外にも、年間を通して、県内各地でさまざまなサイエンスイベ
ントが開催されており、その情報を、あいちサイエンスフェスティバル HP やメールマ
ガジンでお知らせしています。

あいちサイエンスフェスティバルとは・・・あいちサイエンスフェスティバルとは・・・

ホームページもご覧ください。ホームページもご覧ください。

Twitter、Facebook等 SNSでも情報発信してます！Twitter、Facebook等 SNSでも情報発信してます！

httpｓ://aichi-science.jp/httpｓ://aichi-science.jp/
あいちさいえんす

https://www.facebook.com/AichiScienceFestival2014

https://twitter.com/AichiScienceFes

サイエンスイベント参加企画一覧サイエンスイベント参加企画一覧
参加費・申し込み方法など、詳細はあいちサイエンスフェスティバルHPをご覧下さい。（主催機関の都合により、ＨＰ未掲載の場合があります。）

「あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク」参画機関（2014 年 8月現在）：
名古屋大学、愛知県、豊橋技術科学大学、名古屋市立大学、名古屋市科学館、名古屋
市東山動植物園、蒲郡市生命の海科学館、豊橋市自然史博物館、日本モンキーセンター、
トヨタ産業技術記念館、名古屋造形大学、JAXA 名古屋空港飛行研究拠点、基礎生
物学研究所、愛知工科大学、名古屋文理大学、三井住友銀行 SMBC パーク栄、愛知
こどもの国、名古屋市鶴舞中央図書館、三重県総合博物館、大垣市文化事業団（順不同）

毎週、メールマガジンで
サイエンスイベント情報
を提供中

新しいイベント情報が
随時追加されています！


