
対象 どなたでも
会場 オンライン開催（Zoom）
参加費 無料
申込
問合先

時間 14:00～15:45
対象 小学生高学年以上
会場 トヨタ産業技術記念館　大ホール
申込 不要、当日先着80名（開場13:15） 参加費 無料
問合先

時間 12:10～15:10
対象 入館者
会場 名古屋市科学館
申込 不要

時間 13:30～16:40
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 18:15～20:30
対象 どなたでも(中学生以下は保護者同伴）
会場 名古屋市科学館
参加費
申込
問合先

時間 10:00～12:00
対象 どなたでも
会場 のんほいパークほか 参加費 無料
申込
問合先

時間 9:00～17:30
対象 中学生

参加費 無料
申込
問合先

時間 13:30～15:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 18:15～20:30
対象 どなたでも(中学生以下は保護者同伴）
会場 名古屋市科学館
参加費
申込
問合先

時間 13:30～16:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 13:30～16:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 12:10～15:10
対象 入館者
会場 名古屋市科学館
申込 不要

時間 18:30～
対象 高校生以上
会場 名古屋市科学館
参加費 700円
申込
問合先

時間 13:30～14:00
対象 どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館
申込 不要 参加費 無料（総合動植物公園入園料は必要）
問合先

時間 14:00～15:45
対象 小学生高学年以上
会場 トヨタ産業技術記念館　大ホール
申込 不要、当日先着80名（開場13:15） 参加費 無料
問合先

豊橋市自然史博物館 TEL 0532-41-4747
トヨタコレクション企画展関連イベント 第2回講演会
「先端医療機器の開発に挑戦し続ける　～日本三大疾病に挑む～」

「人のいのちを救いたい」その強い思いで医療機器
開発に携わる経験談です。講師︓筒井 宣政
（㈱東海メディカルプロダクツ会長）

トヨタ産業産業技術記念館 TEL 052-551-6115

11/18
(木)

夜間投影「国際宇宙ステーションの夜」
夜6時半からの大人限定の投影です。七夕やお
月見、オーロラなど、その時々にちなんだ天文の話
題を取り上げます。

往復ハガキorインターネット 10/1～10/22抽選、定員︓350名
名古屋市科学館 TEL 052-201-4486

11/20
(土)

スズメバチの巣を解体してみよう
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 学芸員）

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓150名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

11/14
(日)
11/21
(日)

昼間の星をみる会
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
望遠鏡の公開を行います。）

問合先 名古屋市科学館
TEL 052-201-4486

参加費 無料（ただし高校生以上は科学館観覧
料が必要）

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓60名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

11/14
(日)

【名古屋市立大学】令和3年度 第9回市民公開講座
「医学部附属病院群が一丸となって取り組む新型コロナ感染症診療の最前線」

～一般診療との両立によって市民の命を守る～
講師︓村上 信五（名古屋市立大学医学部附
属東部医療センター 特任教授）、稻田 充（名
古屋市立大学医学部附属西部医療センター 教
授）

会場 名古屋市立大学病院 病棟・中央
診療棟3階 大ホール

往復ハガキorインターネット9/21～10/12抽選、定員︓100名
名古屋市科学館 TEL 052-201-4486

11/13
(土)

【名古屋市立大学】令和3年度 第8回市民公開講座「21世紀の都市づくり」
講師︓溝口 正人（名古屋市立大学芸術工学
研究科 教授）、神沼 英里（名古屋市立大学
芸術工学研究科 准教授）会場 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

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓150名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

11/7
(日)

市民観望会「木星をみる会」
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。

大人700円、小人（中学生以下）300円

WEB申込 9/30（木）締切、20名（応募多数の場合、抽選）
愛知教育大学 財務・学術部学術研究支援課研究支援係 TEL 0566-26-2119

11/5
(金)

【名古屋市立大学】令和3年度 第7回市民公開講座
「免疫制御の研究を利用して病気に立ち向かう」

講師︓山崎 小百合（名古屋市立大学医学研
究科 教授）

会場 名古屋市立大学 桜山キャンパス
さくら講堂

豊橋市自然史博物館 TEL 0532-41-4747

10/31
(日)

ひらめき☆ときめきサイエンス「フィールドワークに行こう︕
―地層と化石の調査から大地の成り立ちを探る―」

私たちと一緒に、1800 万年前の東海地方のよう
すを探る旅に出かけよう︕ 講師︓星 博幸（愛
知教育大学 教授）会場 受付︓愛知教育大学

観察︓岐阜県瑞浪市

往復ハガキorインターネット9/7～9/28抽選、定員︓100名
名古屋市科学館 TEL 052-201-4486

10/30
(土)

身近な植物を観察しよう
のんほいパーク周辺に生えている植物を観察します。講
師︓稗田 真也（豊橋市自然史博物館 学芸員）

往復はがきで10/14(木)必着、定員︓20名（申込み多数の場合は抽選）

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓100名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

10/24
(日)

市民観望会「木星と土星をみる会」
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。

大人700円、小人（中学生以下）300円

問合先 名古屋市科学館
TEL 052-201-4486

参加費 無料（ただし高校生以上は科学館観覧
料が必要）

10/23
(土)

【名古屋市立大学】令和3年度 第6回市民公開講座
「栄養と薬を学んで生活習慣病を克服する」

講師︓山村 寿男（名古屋市立大学薬学研究
科 教授）、保嶋 智也（名古屋市立大学薬学
研究科 講師）会場 名古屋市立大学 田辺通キャンパス

宮田専治記念ホール

名古屋大学 未来材料・システム研究所 TEL 052-789-5920

10/17
(日)

トヨタコレクション企画展関連イベント 第1回講演会「江戸期の疫病と医療」
中国やオランダの影響を受けつつも、独自の発展
を遂げた日本の医療を紐解きます。講師︓森田
宏（内藤記念くすり博物館 館長）

トヨタ産業産業技術記念館 TEL 052-551-6115
10/17
(日)
10/23
(土)

昼間の星をみる会
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
望遠鏡の公開を行います。）

10/16
(土)

第4回市民公開講座（第17回名古屋大学ホームカミングデー）
「地産電力とスマートシティの実現に向けて」/第4回さいえねカフェ
時間 14:00～16:00

（16:15～17:00 さいえねカフェ）
「離島における電力の地産地消」舟橋 俊久（琉
球大学 客員教授）、「再生可能エネルギーの地
産地消を実現する地域新電力～地域共生とス
マートシティに向けた取り組み～」平形 直人（岡
崎さくら電力 取締役）

WEB事前申込、10/7(木）締切、定員︓100名程度（さいねえカフェ30名程度）

時間 各体験によって異なります
対象 各体験によって異なります
会場 名古屋市港防災センター
参加費 無料
申込 当日（各体験によって異なります）
問合先

時間 13:30～14:30
対象 小学生以上
会場 オンライン講座（Zoom）
参加費 無料
申込 事前申込、定員︓10名
問合先

時間 9:00～16:30
対象 小学4年生以上（小学生は保護者同伴）

参加費 無料
申込
問合先

時間 13:00～14:10、15:00～16:10
対象 小学生高学年以上
会場 トヨタ産業技術記念館図書室(2F) 参加費 無料
申込
問合先

時間 10:30～11:15
対象 5歳～小学校低学年
会場 オンライン（Zoom）
参加費 無料
申込
問合先

時間 12:10～15:10
対象 入館者
会場 名古屋市科学館
申込 不要

時間 18:30～
対象 高校生以上
会場 名古屋市科学館
参加費 700円
申込
問合先

時間 13:30～15:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 15:30～17:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 13:30～15:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 14:00～15:00
対象 どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館 講堂
申込 当日先着、定員︓30名 参加費 無料（総合動植物公園入園料は必要）
問合先

時間 18:15～20:30
対象 どなたでも(中学生以下は保護者同伴）
会場 名古屋市科学館
参加費
申込
問合先

時間 10:30～12:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 10:30～12:00
対象 どなたでも

参加費 500円
申込
問合先

時間 11:00～11:30、13:30～14:00
対象 どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館 収蔵庫等
申込 不要、各回15名 参加費 無料（総合動植物公園入園料は必要）
問合先

プレイベント（会期前に開催されるイベント）
9/18
(土)
～

9/20
(月)

秋のぼうさいミニイベント
9/18(土)・19(日)・20(月・祝)︓①伊勢湾台
風アニメ上映会、②水消火器体験、③新聞スリッ
パをつくろう
9/18(土)のみ︓①伊勢湾台風わなげカルタを
やってみよう、②プラバンでキーホルダーをつくろう

名古屋市港防災センター TEL 052-651-1100

9/19
(日)

オンライン講座「お金が消えるハロウィン貯金箱」
お金を入れると消えちゃう︕︖不思議な貯金箱を
作ります。オンライン講座なのでお家でじっくり講座
を受けていただけます。参加者へは事前に材料を
郵送いたします。

往復はがきで9月9日（木）必着（抽選）、定員︓20名
豊橋市自然史博物館 TEL 0532-41-4747

体験教室「折花」
新しい日本のおもてなし文化、折花♪正方形の
紙を切って折って作ります︕

当日図書室にて受付（先着順）、定員︓各回8名まで

サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター） TEL 0572-66-1151

会期中イベント

9/25
(土)

ジオツアー②　「地質と植物」
私たちが住んでいる地域の地質と、植物を観察し
ます。講師︓稗田 真也（豊橋市自然史博物
館 学芸員）会場 田原市ほか、のんほいパーク集合・解

散

9/26
(日)

昼間の星をみる会
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
望遠鏡の公開を行います。）

問合先 名古屋市科学館
TEL 052-201-4486

参加費 無料（ただし高校生以上は科学館観覧
料が必要）

トヨタ産業技術記念館 TEL 052-551-6154
松坂屋小学校　キッズサイエンス＠サカエ　第12回
「ぬり絵でつくる、あなただけのアクリルキーホルダー︕」

お絵かきソフトで描いたあなたの絵を、アクリルキー
ホルダーに変身させます︕ものづくりのプロセスを楽
しみましょう。講師︓神谷 喜穂（ものづくりのイベ
ント屋さんMONOCH）

事前申込、9/5締切（先着順）、定員︓30名
名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 TEL 052-747-6527

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓50名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

10/5
(火)

【名古屋市立大学】令和3年度 第2回市民公開講座
「コンピュータで社会の特徴を探ってみよう」

講師︓河合 勝彦（名古屋市立大学経済学研
究科 教授）、茨木 智（同大学経済学研究科
准教授）会場 名古屋市立大学 滝子キャンパス

2号館2階 207教室

10/1
(金)
10/2
(土)

夜間投影「オーロラの夜」
夜6時半からの大人限定の投影です。七夕やお
月見、オーロラなど、その時々にちなんだ天文の話
題を取り上げます。

往復ハガキorインターネット 8/21～9/11抽選、定員︓各回350名
名古屋市科学館 TEL 052-201-4486

10/2
(土)

【名古屋市立大学】令和3年度 第1回市民公開講座「量子の世界」
講師︓徳光 昭夫（名古屋市立大学理学研究
科 准教授）

会場 名古屋市立大学 桜山キャンパス 医
学部研究棟11階 講義室B

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓50名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

砂の中から微小貝を探そう
貝殻の入った砂の中から小さな貝を探します。
講師︓西 浩孝（豊橋市自然史博物館 学芸
員）ほか

豊橋市自然史博物館 TEL 0532-41-4747

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓50名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

10/9
(土)

【名古屋市立大学】令和3年度 第3回市民公開講座「家族がうつになったら」
講師︓香月 富士日（名古屋市立大学看護学
研究科 教授）

会場 名古屋市立大学 桜山キャンパス 看
護学部棟3階 308教室

10/13
(水)

【名古屋市立大学】令和3年度 第4回市民公開講座
「悩まない子育て ～思春期を乗り切る親子のコミュニケーション～」

講師︓伊藤 亜矢子（名古屋市立大学人間文
化研究科 教授）

会場 名古屋市立大学 病院 病棟・中央
診療棟4階 第1会議室
インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓50名（先着順）

10/10
(日)

市民観望会「土星と木星をみる会」
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。

大人700円、小人（中学生以下）300円
往復ハガキorインターネット8/24～9/14抽選、定員︓100名
名古屋市科学館 TEL 052-201-4486

インターネット、E-mail・FAXまたは往復はがき、定員︓100名（先着順）
名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

収蔵庫見学会　魚類
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︓坂本 博一（豊橋市自然
史博物館 学芸員）

豊橋市自然史博物館 TEL 0532-41-4747

名古屋市立大学 事務局大学管理部学術課 TEL 052-853-8308

10/16
(土)

【名古屋市立大学】令和3年度 第5回市民公開講座
「マイノリティの子どもたちと学校生活 ～目に見えにくい被差別経験～」

講師︓髙橋 康史（名古屋市立大学人間文化
研究科 講師）

会場 名古屋市立大学 滝子キャンパス
2号館2階 207教室

時間 18:30～19:45
対象 一般
会場 名古屋市鶴舞中央図書館第一集会室
参加費 無料

問合先

時間 11:00～11:30、13:30～14:00
対象 どなたでも
会場 豊橋市自然史博物館 収蔵庫等
申込 不要、定員︓各回15名 参加費 無料（総合動植物公園入園料は必要）
問合先

時間 13:00～14:10、15:00～16:10
対象 小学生高学年以上
会場 トヨタ産業技術記念館図書室(2F) 参加費 無料
申込
問合先

時間 14:00～15:45
対象 小学生高学年以上
会場 トヨタ産業技術記念館　大ホール
申込 不要、当日先着80名（開場13:15） 参加費 無料
問合先

時間 10:00～15:00（入館は14:30まで）
対象 どなたでも
会場 名古屋大学博物館 3階展示室
申込 不要 参加費 無料
問合先

時間 webでご確認下さい
対象 どなたでも
会場 名古屋市科学館
申込 当日受付

時間 10:00～、12:00～、15:00～
対象 小学生以上
会場 サイエンスワールド
申込 当日会場にて申込、各回6名 参加費 100円
問合先

時間 9:30～16:30
対象 どなたでも
会場 名古屋市港防災センター
参加費 無料
申込 不要
問合先

時間 10:00～16:00 
対象 小学校高学年以上

申込 不要 参加費 無料（入園料は必要）
問合先

時間 9:30～17:00
対象 小学校高学年以上
会場 トヨタ産業技術記念館 特別展示室
参加費
申込
問合先

時間 webでご確認下さい
対象 どなたでも
会場 名古屋市科学館

申込 当日受付
問合先

時間 9:00～16:30（入館は16:00まで）
対象 どなたでも

申込 不要 参加費 無料（総合動植物公園入園料は必要）
問合先 豊橋市自然史博物館 TEL 0532-41-4747

名古屋市科学館 TEL 052-201-4486

11/6
(土)
～

11/28
(日)

第17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作品か
ら、主に生物・地学をテーマとした優れた作品を展
示します。会場 豊橋市自然史博物館　イントロホー

ル～自然史スクエア周辺

トヨタ産業技術記念館 TEL 052-551-6115

10/16
(土)
〜

11/30
(火)

プラネタリウム11月一般投影「国際宇宙ステーション」
日本人宇宙飛行士が次々と搭乗するようになった
国際宇宙ステーションは、地上から肉眼で簡単に
見つけることができます。宇宙飛行士の活躍の様
子や宇宙ステーションが見える仕組みを解説しま
す。

参加費 大人800円、高大生500円（要学
生証）、中学生以下 無料

日本モンキーセンター TEL 0568-61-2327

10/2
(土)
～

12/19
(日)

トヨタコレクション企画展　いのちと向き合った医師たちの挑戦
～江戸期の医療とモノづくり～

江戸時代、日本流の医療発展に挑戦した医師た
ちの思いを紹介します。関連イベント︓10/17講
演会、11/20講演会、12/11落語

リアル開催︓常設展入場券のみでご覧いただけます。
リアル開催︓申込不要、バーチャル開催︓当館ホームページにて同時開催

サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター） TEL 0572-66-1151

9/14
(火)
～

10/17
(日)

「カルタで知る伊勢湾台風」展
伊勢湾台風から60年を機に、港防災センターで
は市民の皆様からお寄せいただいた体験談などを
元に「伊勢湾台風カルタ」を制作しました。この展
示ではカルタの内容の紹介や当時の写真を展示
し、伊勢湾台風を振り返ります。

名古屋市港防災センター TEL 052-651-1100

9/18
(土)
～

2/28
(月)

特別展「妙高高原のスノーモンキー　～冬の笹ヶ峰でニホンザルをさがす～」
ヒトを除く霊長類では最北に生息するニホンザル。
この特別展では「スノーモンキー」とも呼ばれるニホ
ンザルの積雪期のくらしと、その調査のようすを紹
介します。

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

問合先 名古屋市科学館
TEL 052-201-4486

参加費 大人800円、高大生500円（要学生
証）、中学生以下 無料

9/4
(土)
～

11/7
(日)

カタチの不思議～カタチがビックリな力を発揮する～
主なテーマ「ダイヤカットの謎」「ルーローの三角形」
「重心の不思議」
※期間中の土・日・祝日のみ開催

5日間以上にわたって開催されるイベント・展覧会
6/1
(火)
～

11/6
(土)

名古屋大学博物館　第27回特別展 結晶展
－研究者を魅了する多様な結晶たち－

神秘的な美しさで、私たちを魅了する「結晶」。さ
あここに、名古屋大学で遂行されている多彩な結
晶研究の、ほんの一部をご紹介しましょう。

名古屋大学博物館事務室 TEL 052-789-5767

9/1
(水)
〜

10/14
(木)

プラネタリウム9・10月一般投影「土星の魅力」
望遠鏡で見た時のくるっと環のかかった土星の姿は
実に魅力的。毎年変わる環の見え方もここ数年
がいい具合です。見え方の変化のしくみや未来の
土星旅行をお楽しみください。

当日図書室にて受付（先着順）、定員︓各回8名まで
トヨタ産業技術記念館 TEL 052-551-6154

12/11
(土)

トヨタコレクション企画展関連イベント 第3回落語
「落語で綴る江戸時代の暮らしと病」

落語とトークで江戸時代の庶民の気質に触れ、こ
れからの日本人の健康観を考えます。ゲスト︓桂
竹千代（落語家）

トヨタ産業技術記念館 TEL 052-551-6115

11/27
(土)

収蔵庫見学会　植物
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︓稗田 真也（豊橋市自然
史博物館 学芸員）

豊橋市自然史博物館 TEL 0532-41-4747
体験教室「折花」

新しい日本のおもてなし文化、折花♪正方形の
紙を切って折って作ります︕

11/25
(木)

図書館サイエンス夜話　第三夜「宇宙から地球環境を考える」
地球環境の変化が危惧される中、その変化を地
球規模で正確に捉えることが求められています。地
球上空を人工衛星が飛び始めたのが1957年。そ
れ以来、多くの人工衛星が地球環境の様々な変
化を観測し続けています。講師︓小林 修二（名
古屋市科学館 学芸員）

申込 事前申込制、10/20(水)受付開始
（詳細はwebにて）、定員25名
名古屋市鶴舞中央図書館 TEL 052-741-9822

ポストイベント（会期後に開催されるイベント）

あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク参加機関

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。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。

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　

9/25（土）～11/21（日）子どももおとなも楽しめる、たくさんの企画が大集合 !!

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。※新型コロナウィルス感染拡大等の状況により、掲載内容に変更が生じる場合があります。

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︕
※主催機関の都合によりWEB未掲載の場合があります。


