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1 サイエンス･オープンラボ発表会 奈良県奈良市 奈良女子大学
平成21年11月1日（日）

および3日(火･祝）
小学生､中学生､高校生 無 無 平成22年11月 URL URL

2

「特別支援教育時代の
教員養成システムの開発」
平成21年度シンポジウム

通常学級の教員に求められること

東京都小金井市 東京学芸大学 平成21年11月29日（日） 大学、教員、学生、一般 無 200 無 URL URL

3 公開授業･展示 東京都渋谷区 文化女子大学 平成21年11月2日（月）
高校生、企業、

その他一般
無 無 有 URL URL

4

第7回教育GPセミナー
「2000年後の美術館・博物館プロジェクト
～現代アートとのコラボレーションによる

ミュージアムの活性化～」

北海道札幌市 北海道大学 平成21年11月28日（土） 一般、教職員、学生 無 70 平成22年1月 URL URL

5
第2回日本福祉大学サービスラーニング
フォーラム「米国におけるボランティア活

動の現状と課題」
愛知県知多郡美浜町 日本福祉大学 平成21年11月19日（木） NPO、大学教職員等 無 100 有 URL URL

6
第5回　食育シンポジウム：

「弁当」コンクール表彰式と講演会
愛媛県松山市 愛媛大学 平成21年11月28日（土）

一般、愛媛大学学生､
高校生､教職員、

食品企業関係者等
無 100 平成22年6月 URL URL

7 第1回 エコファーマ研修報告会 熊本県熊本市 熊本大学 平成21年11月9日（月） 一般､学生 無 100 － URL URL

8
熊本大学薬学部　薬学展　協賛
第1回　エコファーマ公開講演会

熊本県熊本市 熊本大学
平成21年11月3日（火・

祝）
一般､学生 無 100 － URL URL

9
ユビキタス社会の問題発見解決型人材

育成 in SFC Open Research Forum
2009

東京都港区
六本木ヒルズ森タワー40階
六本木アカデミーヒルズ40

慶應義塾大学
2009年11月23日（月・

祝）～24日（火）
大学、公共機関、

民間企業
無 200 有 URL URL

10

第34回 医学教育セミナーとワークショップ
in札幌

W-3「看護学教育におけるOSCEの取り
組みと模擬患者養成」

北海道札幌市 岐阜大学
（札幌市立大学共催）

平成21年11月14日(土)
～15日(日)

看護教員、臨床看護師
関心のある方は

どなたでも
40 － URL URL

11
子どもの心と学び支援セミナー

「算数文章題解決へ向けての学習援助」
広島県東広島市 広島大学 平成21年11月3日（火）

教職希望の大学生・大
学院生､現職教員

無 80 未定 URL URL
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12
アカデミックアドヴァイジングによる教育
支援の現状〜米国の取組、ICUの取組

〜
東京都三鷹市 国際基督教大学 平成21年11月7日（土） 大学、教育関係者 無 100 無 URL URL

13
「フロンティアに挑戦する人材の

育成」総括シンポジウム
東京都千代田区 一橋大学 平成21年11月12日（木）

大学、民間、学生、
保護者、一般

無 100 無 URL URL

14
IPW（Interprofessional Work)

教育ウィーク2009
兵庫県神戸市 神戸大学

平成21年11月6日（金）
～7日(土）

医療専門職者、
福祉関係者、

医療・福祉系教職員、
学生、大学院生

無 150 なし URL

15
関西大学　現代GP

第6回「丹波の未来を考える」
公開講座

大阪府吹田市 関西大学 平成21年11月21日（土）
大学関係者、
高校関係者、

大学生、高校生、一般
無 100 未定 URL URL

16

GPキャリア・ツリーDAYS
講演会＆ピアノ演奏会
講演：瀬戸内寂聴氏

「安井てつ先生の祈り」
ピアノ演奏：大谷深雪氏

東京都杉並区 東京女子大学
平成21年11月23日（月・

祝）
学生､一般 無 有 － URL URL

17 四国遍路を歩くⅡ
徳島県阿波市
徳島県美馬郡

鳴門教育大学
平成21年11月1日（日）

雨天の場合
平成21年11月3日（火）

一般社会人
小学生以上

（小学生は保護
者同伴のこと）

100 － URL URL

18
公開シンポジウム

「地域づくりは人づくり～持続可能な社会
をめざして～」

北海道釧路市 北海道教育大学 平成21年11月3日（火） 学生、一般市民 無 100 無 URL URL

19
特色GPシンポジウム/

テーマ：「学士力」向上への挑戦
東京都八王子市 創価大学経済学部 平成21年11月14日（土） 大学関係者 無 200 未定 URL URL

20
第2回キャリア教育マインドフォーラム

「地域共創を担う人材育成とパイプライン
型キャリア教育の構築」

宮城県仙台市 東北福祉大学 平成21年11月21日（土）
大学関係者、
高校関係者、

民間企業、一般
無 600 有 URL URL

21

東北アジア地区交流による実践的技術
者育成・INTERNATIONAL

INTERDISCIPLINARY WORKSHOP ON
ROBOTICS, ECOSYSYTEM, and

MANAGEMENT

山口県宇部市 宇部工業高等専門学校
平成21年11月14日

（土），15日（日）
高専関係、大学関係、

民間企業、一般
無 － 未定 URL URL

22
大学教育におけるキャリア教育

今後の方向性への提言
大阪府茨木市 追手門学院大学 平成21年11月30日（月） 教育関係者、民間企業 無 250 － URL URL
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