
ESD と国際社会
－ESD世界会合の成功に向けて

14 : 00 ～16 : 00

国連大学サステイナビリティ高等研究所所長

竹本和彦

9/27
(土)

ESD 世界会合に向けた国際社会の取り組
みを紹介するとともに、国連大学における
持続可能な社会実現に向けた研究活動を
踏まえ、国際社会の将来像を考察する。

三井住友銀行 SMBC パーク 栄

丸ごと地球をとっておこう
　－めぐる、つづく、一緒に

14 : 00 ～16 : 00

ユニーグループ・ホールディングス株式会社
執行役員／グループ環境社会貢献部部長

百瀬則子

10/4
(土)

地域に根ざした環境・社会貢献に取り組む、
ユニー株式会社。店舗全体でエコ・ファー
ストに取り組み、他者との結びつきを重視
した ESD を展開する、先進的活動事例を
紹介する。

三井住友銀行 SMBC パーク 栄

iPS 細胞による網膜再生
　　－再生医療研究の最先端

14 : 00 ～16 : 00

理化学研究所網膜再生医療研究開発
プロジェクトリーダー

高橋政代

10/19
(日)

いま最も注目される研究者のひとり。iPS 細
胞を使った「加齢黄斑変性」治療に向けた
臨床研究の、現状を語る。

名古屋大学 ES ホール 

生命の時を刻むタンパク質
－生物はどのように時間を感じるか
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14 : 00 ～16 : 00

名古屋大学大学院理学研究科特任教授

近藤孝男

10/25
(土)

タンパク質が「時計」として機能することを
証明し、化学・物理学研究にも大きなイン
パクトを与えた生物時計研究。2014 年度日
本学士院賞を受賞した研究の過程と成果を
紹介する。

三井住友銀行 SMBC パーク 栄

会社帰りに
サイエンス！

9/27（土）
 ～11/3（祝）
サイエンスを議論し
交流しよう！！

市民向け講演会
「先端科学技術と社会」
市民向け講演会
「先端科学技術と社会」

子ども向け
イベントも
あるよ！

愛知県を中心に、
サイエンスイベントが

大集合 ！

Twitter、Facebookからも
情報発信中！！

あいちさいえんす

あいちサイエンスフェスティバルHPで随時情報更新しています！

https://aichi-science.jp

詳しくは、
WEBで！！

市民と専門家との対話イベント
時間：18：30～20：00
　　　（入場18：00～）
定員：各回とも先着30名程度
　　＊事前申込不要

市民と専門家との対話イベント
時間：18：30～20：00
　　　（入場18：00～）
定員：各回とも先着30名程度
　　＊事前申込不要
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坂本裕俊
「あな」があったら・・・入りたい？
ー分子細孔の魅力

長田 敏
製品事故の原因を探るサイ
エンス－「氷壁」ザイル切断
事故から最前線情報まで

森田 宏
がん　古から未来へ
－癌に罹患しない為に

松岡敬二
ジオパークって何だろう？
－東三河のジオサイト－

高田広章
コンピュータ化する自動車
の今とこれから

下村吉治
ダイエットの科学
－アミノ酸と運動の活用法

伊藤恭彦
さもしい人間－エシカルな
正義をさがす哲学の話

伊藤加奈子
女性のエシカル医療

河口真理子
エシカルライフのススメ

堀田美佳
”自己美肌力”皮膚幹細胞研究の
美容分野への応用

鈴木海花
われら虫愛づる姫君の
末裔たち

武田一哉
音の不思議の科学
－知っているようで
　　知らない世界へようこそ

新井史人
未来を拓くロボット技術

葛谷雅文
健康長寿のひけつ
－栄養とフレイルを中心に

堀 勝
プラズマで
「がん」を治すはなし

横山弥生
数理が生み出す「かたち」
アート
－美の規則性を見てみよう

荻原 彰
科学技術の未来と教育
－なつかしい未来は
ありうるのか

加藤恵子
骨の話
－あなたの骨は大丈夫？

鈴木和博
モノが語る歴史を読み解く
－年代測定による由来探しの
サイエンス－

平川一臣
過去の超巨大津波の痕跡・
津波堆積物を探る

仲井 豊
石が語る日本列島の土台

中川良平
化石から読み解く日本列島の
哺乳類相の起源
～ミエゾウからドブネズミまで～

山田厚志
自助と共助を鍛える参加型
市民工学のススメ　－ストロ
ー工作で体感する防災・減災
のワザ

谷村省吾
光子の逆説
－ミクロの世界の不思議

地球とのフェアトレード
－エシカルなごやを目指して

「あな」があったら・・・入りたい？
ー分子細孔の魅力

製品事故の原因を探るサイ
エンス－「氷壁」ザイル切断
事故から最前線情報まで

がん　古から未来へ
－癌に罹患しない為に

ジオパークって何だろう？
－東三河のジオサイト－

コンピュータ化する自動車
の今とこれから

ダイエットの科学
－アミノ酸と運動の活用法

さもしい人間－エシカルな
正義をさがす哲学の話

女性のエシカル医療 エシカルライフのススメ

”自己美肌力”皮膚幹細胞研究の
美容分野への応用

われら虫愛づる姫君の
末裔たち

音の不思議の科学
－知っているようで
　　知らない世界へようこそ

未来を拓くロボット技術 健康長寿のひけつ
－栄養とフレイルを中心に

プラズマで
「がん」を治すはなし

数理が生み出す「かたち」
アート
－美の規則性を見てみよう

科学技術の未来と教育
－なつかしい未来は
ありうるのか

骨の話
－あなたの骨は大丈夫？

モノが語る歴史を読み解く
－年代測定による由来探しの
サイエンス－

過去の超巨大津波の痕跡・
津波堆積物を探る

石が語る日本列島の土台 化石から読み解く日本列島の
哺乳類相の起源
～ミエゾウからドブネズミまで～

自助と共助を鍛える参加型
市民工学のススメ　－ストロ
ー工作で体感する防災・減災
のワザ

光子の逆説
－ミクロの世界の不思議

地球とのフェアトレード
－エシカルなごやを目指して

原田さとみ
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

※10/13 はジュンク堂書店、10/22 と 10/29 は Café&Bar Perms（パームス）で開催します。
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