名古屋市立大学 令和４年度 市民公開講座 【会場】名古屋市立大学各キャンパス 【受講料】各回：500 円 【申込】要申込

10/４（火）

第１回 コンピュータで社会の特徴を探ってみよう

10/10（月・祝）

第２回『思いやり』を考える ; 共感の罠について

10/15（土）

第３回 量子の世界

10/19（水）

第 4 回 子どもと楽しむ人生とは ?‐大事な時間を一緒に過ごそう‐

10/22（土）

第５回 認知症とがんにどう向き合うか

11/12（土）

第６回 異なる文化圏における空間把握と保存活用

11/19（土）

第７回 これからの生活を痛みがなく健康に過ごせるように

11/26（土）

第８回 生命科学研究の進歩に動物実験が果たす役割

12/17（土）

第９回 放射線科医とは？ - 縁の下の力持ち -

【時間】16:00 〜 17:30 【対象】どなたでも 【定員】50 名
【会場】滝子キャンパス 3 号館 1 階 101 教室
【時間】13:30 〜 15:00 【対象】どなたでも 【定員】80 名
【会場】滝子キャンパス 1 号館 2 階 201 教室
【時間】13:30 〜 15:00 【対象】どなたでも 【定員】80 名
【会場】桜山キャンパス 医学部研究棟 11 階 講義室 A

講師：河合 勝彦（名古屋市立大学大学院経済学研究科 教授）、
茨木 智（名古屋市立大学大学院経済学研究科 准教授）
講師：吉永 和加（名古屋市立大学大学院人間文化研究科 教授）

講師：徳光 昭夫（名古屋市立大学大学院理学研究科 准教授）

【時間】10:30 〜 12:00 【対象】どなたでも 【定員】対面 50 名、オンライン 50 名
【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 ※ハイブリッド開催

【時間】13:30 〜 16:40 【対象】どなたでも 【定員】100 名
【会場】田辺通キャンパス 宮田専治記念ホール
【時間】13:30 〜 16:00 【対象】どなたでも 【定員】60 名
【会場】北千種キャンパス 芸術工学棟 1 階 M101 教室

【時間】13:30 〜 15:00 【対象】高齢者・慢性痛のある中高年者
【会場】桜山キャンパス 西棟 2 階 講義室 A 【定員】50 名
【時間】13:30 〜 15:00 【対象】どなたでも 【定員】60 名
【会場】桜山キャンパス 医学部研究棟 11 階 講義室 A

【時間】13:30 〜 15:00 【対象】どなたでも 【定員】120 名
【会場】桜山キャンパス さくら講堂

【問合先】名古屋市立大学 学術課

講師：山田 美香（名古屋市立大学大学院
人間文化研究科 教授）

講師：中津海 洋一（名古屋市立大学大学院薬学研究科 准教授）、
河野 孝夫（名古屋市立大学大学院薬学研究科 准教授）
講師：伊藤 恭行（名古屋市立大学芸術工学研究科 教授）、
青木 孝義（名古屋市立大学芸術工学研究科 教授）
講師：薊 隆文（名古屋市立大学大学院看護学研究科 教授）

講師：大石 久史（名古屋市立大学大学院医学研究科 教授）

講師：樋渡 昭雄（名古屋市立大学病院 教授）

TEL：052-853-8308

11/12（土）、11/26（土） 2022 年度 豊橋技術科学大学一般公開講座
【時間】10 00 〜 11 30
「化学を電気に、電気を化学に変換融合させる先端デバイス」
【対象】高校生以上一般
第１回「先端センサとイオン放出デバイス」
【定員】対面先着 20 名、オンライン 80 名
講師：服部 敏明（豊橋技術科学大学電気・電子情報工学系 准教授 )
【会場、方法】豊橋技術科学大学、オンライン
第２回「先端燃料電池と全固体二次電池」
【参加費】無料 【申込】要申込（9 月中旬より） 講師：松田 厚範 ( 豊橋技術科学大学電気・電子情報工学系 教授 )

【問合先】豊橋技術科学大学 研究推進・社会連携課 社会連携係
10/30（日）

TEL：0532-44-6569

ひらめき☆ときめきサイエンス 2022
「フィールドワークに行こう！ー地層と化石の調査から大地の成り立ちを探るー」

【時間】9:00 〜 17:30
講師：星 博幸（愛知教育大学 教授）
【対象】中学生 【定員】25 名 【参加費】無料
私たちと一緒に，1800 万年前の東海地方のようすをフィール
【会場】集合：愛知教育大学自然科学棟 5 階 501 教室、 ドワークによって探究しましょう！
フィールド：岐阜県瑞浪市【申込】要申込、9/29〆切

【問合先】愛知教育大学 財務・学術部 学術研究支援課 研究支援係
10/8（土）、15（土）、22（土） 豊かな生活とは何だろう
【時間】13:00 〜 16:00
【対象】高校生及び一般市民 【定員】50 人
【会場】名古屋工業大学 2 号館 1 階 0211 講義室
【講習料】無料 【申込】要申込、9/25 まで

11/19（土）

TEL：0566-26-2417

快適で安全な生活を支える科学技術

講師：藤田 素弘（名古屋工業大学 教授）、石野 洋二郎（名古屋
工業大学 教授）、高須 昭則（名古屋工業大学 教授）、種村 眞幸
（名古屋工業大学 教授）、小松 義典（名古屋工業大学 准教授）、
高木 繁（名古屋工業大学 名誉教授）
※３回連続講座

コンピュータサイエンス・アドベンチャー

【時間】13:00 〜 16:30
【対象】高校生及び一般市民 【定員】未定
【会場】未定 【講習料】1,230 円（高校生以下無料）
【申込】要申込、10/30 まで

講師：情報工学科教員 犬塚 信博（名古屋工業大学 教授）、
和田山 正（名古屋工業大学 教授）、本谷 秀堅（名古屋工業大学
教授）、片山 喜章（名古屋工業大学 教授）、津邑 公暁（名古屋
工業大学 教授）、玉木 徹（名古屋工業大学 教授）

【問合先】名古屋工業大学 学務課学務企画係

TEL：052-735-5069

