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東京都 東京都教育の日
東京都における教育・文化関連行事については右記ホーム
ページをご覧ください。

東京都ほか

http://www.kyoiku.m
etro.tokyo.jp/buka/sh
ogai/kyoikuday/kyoik
uday.htm

東京都 足立区 ② Open Campus 2012
各学科の模擬講義、体験学習、最新の入試情報からキャンパ
スライフ説明会など盛りだくさんの企画でお送りします。

10月21日
帝京科学大学
千住キャンパス

帝京科学大学 無料
http://www.ntu.ac.jp/
examinee/opencamp
us/

東京都 足立区 ③
帝京科学大学千住
キャンパス大学祭
（第2回桜科祭）

学術企画、各種模擬店、軽音サークル演奏、ダンスサークル
演技、動物ふれあい等

11月3, 4日
帝京科学大学
千住キャンパス

桜科祭実行委員会 無料
http://oukasai.web.fc
2.com/home.html

東京都 足立区 ①

東京未来大学　公開講
座　～シンポジウム・公
開講座を通じた地域
リーダーの
養成とモチベーションマ
ネジメントの理解～
「高齢社会における幸
福感」

高齢社会を迎えた日本において人生後半に幸福を感じるため
に必要な心理社会的要因としての「生活領域」と「成熟した
パーソナリティ」がどのように幸福感に影響しているかについて
考えてみるとともに、近年高齢者研究の中で注目され始めて
いる高齢期の「老年的超越」にも触れていきます。

10月14日 東京未来大学 東京未来大学 無料

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/

03-5813-2525

東京都 板橋区 ③
企画展
「西洋服装史」

19世紀ヨーロッパのドレスやそのレプリカ等の展示を通して、
ファッションの面白さや服の構造について紹介します。

10月18日
～

11月22日
東京家政大学博物館 東京家政大学博物館 無料

http://www.tokyo-
kasei.ac.jp/hakubutu

東京都 板橋区 ③
講演会
「資料に語らせる
女性生活史」

企画展「西洋服装史」関連イベント
講師：能澤慧子（本学服飾美術学科教授）

11月1日 東京家政大学博物館 東京家政大学博物館 無料
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp/hakubutu

東京都 板橋区 ③ ワヤン講座
日本ワヤン協会主宰松本亮氏による講座。
インドネシアの文化について
－ワヤンや舞踏を中心に－

10月20日 東京家政大学博物館 東京家政大学博物館 無料
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp/hakubutu

東京都 板橋区 ② 第5２回緑苑祭
大学・短大による学園祭
サークルの成果発表や学科によるシンポジューム等

10月27, 28日 板橋校舎
東京家政大学・東京家政大
学短期大学部

無料
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp/

東京都 板橋区 ①
東京家政大学・
板橋区教育委員会共
催公開講座

テーマ「家政大学の健康講座」
板橋区内在住・在勤・在学生が対象の
連続講座

9月29日,
10月6, 13, 20日,
11月10, 17, 24日,

12月1日

東京家政大学
板橋区教育委員会・東京家
政大学

東京家政大学
生涯学習センター
03-3961-5742
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東京都 板橋区 ③ 第90回大東祭
学生主体による大学祭

（演劇、音楽、研究会など学生課外活動の発表）
11月2～4日 大東文化大学板橋校舎 大東祭実行委員会 無料

大東祭実行委員会
TEL：03-3559-8765
http://90th.d-
fes.com/

東京都 板橋区 ①
大東文化大学大学院
英文学シンポジウム

講演会および大学院生によるグループ発表 11月11日 大東文化会館
大東文化大学大学院文学

研究科英文学専攻
無料

大東文化大学
大学院事務室
TEL:03-5399-7344

ポスターができ次第、
HPに掲載予定

東京都 板橋区 ①
帝京大学薬学部公開
講座

薬学部特有の研究分野である薬剤学・製剤学から、皆さんが
普段お使いになられている「くすり」について、そのに秘められ
ている技術や工夫、服用後の体内での運命、「くすり」の正しい
使い方、患者様の視点に立って創られたジェネリック医薬品な
どをわかりやすく解説します。

10月18, 25日, 11
月1, 8, 15日

帝京大学板橋キャンパ
ス

帝京大学 無料
http://www.teikyo-
u.ac.jp/graduate/publ
ic/itabashi/

東京都 板橋区 ①，③
秋季特別展「少字数書
の世界」開催

戦後生み出された書の新しい表現のひとつ「少字数（大字）書」
に注目し、芸術性豊かな作品を展観します。

10月24日～12月9
日（月・火休館）

日本書道美術館 日本書道美術館 03-3965-2611

東京都 板橋区 ①，③
秋季特別展「少字数書
の世界」教育・文化週
間特別割引期間

上記展覧会を割引金額にて見学いただけます。
11月1～7日（月・

火休館
日本書道美術館 日本書道美術館 03-3965-2611

東京都 稲城市 ①
平成２４年度・後期　駒
沢女子大学・短期大学
公開講座

「マーブル紙を作ってみよう」
フランスで１７世紀から１８世紀にかけて装本に使われた芸術
的装幀術マーブル装飾は、今も人々の生活に深く根をおろして
います。そのマーブル紙を実際に作って、ブックカバーや栞に
します。

11月17日 駒沢学園　　校内
駒沢女子大学　駒沢女子短
期大学

http://www.komajo.a
c.jp/daigakukouza.ht
ml

申込定員に達した場
合、抽選とさせていた
だきます。

東京都 稲城市 ①
平成２４年度・後期　駒
沢女子大学・短期大学
公開講座

「身体にやさしい食事学」
皆さん自身の身体の声に耳を傾けつつ、毎日の食生活を点検
してみませんか。そして、健康に長生きするための食事につい
て一緒に考えてみましょう。

11月17日 駒沢学園　　校内
駒沢女子大学　駒沢女子短
期大学

http://www.komajo.a
c.jp/daigakukouza.ht
ml

申込定員に達した場
合、抽選とさせていた
だきます。

東京都 青梅市 ① 生涯学習講座 吹きガラス・後期
10月21日,

11月11, 18日
明星大学青梅校

明星大学造形芸術学部造
形芸術学科

http://meizo.jp/shog
ai/

東京都 青梅市 ① 生涯学習講座 ガラスバーナーワーク・後期
10月21日,

11月11, 18日
明星大学青梅校

明星大学造形芸術学部造
形芸術学科

http://meizo.jp/shog
ai/

東京都 青梅市 ① 生涯学習講座 バックストラップ機で織る
10月27日, 11月

10, 24日
明星大学青梅校

明星大学造形芸術学部造
形芸術学科

http://meizo.jp/shog
ai/
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東京都 青梅市 ① 生涯学習講座 薄い布フェルトから楽しい立体フェルトまで
10月27日, 11月

10, 24日
明星大学青梅校

明星大学造形芸術学部造
形芸術学科

http://meizo.jp/shog
ai/

東京都 青梅市 ① 生涯学習講座 釉を学ぶ-釉薬づくりの基本-
10月20, 21, 27, 28

日, 11月10日
明星大学青梅校

明星大学造形芸術学部造
形芸術学科

http://meizo.jp/shog
ai/

東京都 青梅市 ③ 奥多摩植物観察会
奥多摩で秋の草花の花や実・色づき始めた木々の様子を観察
します。

10月28日
御岳山周辺(変更の場
合あり)

社団法人日本植物友の会
http://www.shokubut
utomonokai.or.jp

東京都 大田区 ①
看護学部公開講座「眠
りは健康のバロメー
ター」

眠りについて、一般の方々に向けて教員とゲスト講師が講演
を行います。

10月28日
東邦大学大森キャンパ
ス看護学部

東邦大学看護学部 無料
http://www.nurs.toho
-u.ac.jp/

要予約

東京都 大田区 ①② 学園祭「大森祭」
学生が研究発表や模擬店出展を行います。教員による一般向
け公開講座も開催します。

10月27, 28日
東邦大学大森キャンパ
ス

東邦大学医学部・看護学部 無料
http://www.toho-
u.ac.jp/current_paren
ts/festival_2010.html

東京都 北区 ①
平成２４年度（第２６回）
東京成徳短期大学保
育研修会

新しい保育に向けて、今日的課題を中心とした、園長先生はじ
め現場の保育者対象の研修会。＜講演会「これからの保育者
に求められる力」および分科会＞

11月10日
東京成徳短期大学十条
台キャンパス

東京成徳短期大学 無料
東京成徳短期大学
学修支援課　０３－３
９０８－３５３０

東京都 北区 ①
東洋大学文化講演会in
北区

本学が北区と連携し、北区在住の一般市民を対象として、本
学の学術顧問・名誉博士であり、北区のアンバサダーでもある
ドナルド・キーン氏を迎え、「日本の伝統文化について」と題し
た講演会を行います。

10月28日 赤羽会館 学校法人東洋大学 無料
東洋大学学長事務課
03-3945-7253

東京都 国立市 ②
子育て支援事業：園庭
開放と歌遊び

地域の2～3歳児親子を対象に園庭開放と歌遊びを行います。
10月24日,
11月7日

国立音楽大学附属幼稚
園園庭

国立音楽大学附属幼稚園 無料
http://k-
onyo.sakura.ne.jp/

定員：60組
要申込

東京都 国立市 ②
子育て支援事業：リト
ミックと園庭開放

地域の2～3歳児親子を対象に親子リトミックと園庭開放を行い
ます。

11月21日
国立音楽大学附属幼稚
園遊戯室と園庭

国立音楽大学附属幼稚園 無料
http://k-
onyo.sakura.ne.jp/

定員：50組
要申込

東京都 国立市 ①
一橋大学社会学部連
続市民講座

2012年度、全8回の連続市民講座を開催しています。
11月17日のテーマは「テロとの戦争の名のもとに－9.11事件と
アメリカにおける移民規制の厳格化」です。

11月17日
一橋大学国立キャンパ
ス
兼松講堂

国立大学法人一橋大学社
会学部

無料
http://www.soc.hit-
u.ac.jp/research/ope
n_lecture/2012/

東京都 国立市 ②、③ 一橋祭 一橋大学生の課外活動の発表。 11月2～4日
一橋大学
国立キャンパス

一橋祭運営委員会 無料
http://jfn.josuikai.net
/student/ikkyosai/
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東京都 国立市 ①、 ②
平成24年度一橋大学
附属図書館企画展示

「旅する高商生たち－明治・大正期の修学旅行報告書－」と題
し、東京高等商業学校の学生たちが作成した修学旅行の報告
書をご紹介します。
（11/2には講演会も開催します。）

11月1～16日（11
月10, 11日を除く）

一橋大学国立キャンパ
ス　附属図書館公開展
示室

国立大学法人一橋大学 無料
http://www.lib.hit-
u.ac.jp/pr/tenji/index
.html

東京都 江東区 ①,④
【公開講座】基礎から
学ぶ放射線と原子力

原子力や放射線の基礎知識を学び、公開されるデータを正しく
解釈し判断できる事を目指す講座です。

10月27日
芝浦工業大学豊洲キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 江東区 ①

【公開講座】秋期TOEIC
対策実践講座＆
TOEIC-IPテスト受験
～短期集中で６００点
を目指す～

TOEIC600点を目指す、短期集中学習講座です。実践的な場
面をイメージすることでアクティブな英語スキルの習得を心が
けます。

10月30日～11月
27日

芝浦工業大学豊洲キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 江東区 ②,④
第12回 S.I.T.ロボットセ
ミナー全国大会

少年少女ロボットセミナーとは小中学生を対象とした芝浦工業
大学独自のプログラムです。
入門コースから上級コースまでのロボットの製作を通して、「モ
ノづくり」の楽しさを体験することができます。累計受講者数は
15，000名を超えており、2011年度は全国約50箇所で開催し、
約2000名が受講しました。S.I.T.ロボットセミナー全国大会は、
当該年度に各会場で上位入賞した100名の選手が集う一大イ
ベントです。豊洲キャンパスでは芝浦祭（学園祭）も同時開催し
ておりますので、ご家族で是非ご観覧ください。

11月3日
芝浦工業大学豊洲キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

どなたでもご見学可
能です

東京都 江東区 ②,④
【公開講座】ヘリコプ
ター～空飛ぶ力を体感
しよう～

実際に簡単な実験をして、空とぶ力を体感します。最後は実際
にヘリコプターを作って、空へ飛ばしましょう。

11月10日
芝浦工業大学豊洲キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

無料
http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 江東区 ①
｢疾患予防医科学｣シン
ポジウム

信州大学大学院医学系研究科に新しく誕生した疾患予防医科
学系専攻のキックオフセミナーを開催します。医学系、理工学
系に興味のあるみなさんの参加をお待ちしております。本や勉
強だけでは体験できない「ライフサイエンスの世界」に触れて
みませんか？

11月18日 日本科学未来館 国立大学法人信州大学 無料

http://www.shinshu-
u.ac.jp/graduate/med
icine/doctoral/a-
adjustment/

東京都 小金井市 ①

リスク社会と教育の課
題－学校での教育活
動をどう組みかえるか
－

東日本大震災は、改めて私たちの社会のあり方、リスク対応
社会について問いかけました。教育においても、単なる防災教
育にとどまらない新たな教科内容、方法が求められています。
このような問題意識から、実際的なリスク社会の教育実践につ
いて考えます。

10月20日, 11月3,
10,  17日

東京学芸大学 東京学芸大学
http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar
/

事前申込み9月15日
まで
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東京都 小金井市 ①
３日でホームページを
作っちゃおう！

情報発信に重要なデザインの基礎を学び、実際にオリジナル
のホームページの作成を行います。具体的なデザインの構想
からアップロードの作業にいたるまで、学内外から招いた講師
とスタッフがトータルにサポートし、気軽にホームページ作りの
楽しさを体験できます。

11月3, 10, 17日 東京学芸大学 東京学芸大学
http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar
/

事前申込み10月13日
まで

東京都 小金井市 ①

心と身体に効く五感エ
クササイズVer.5－伝え
るとは自分を知ること
から始まる－

本講座では、演技のメソッドを使ったエクササイズや即興を通
して、五感を使った豊かな生活を学んでゆきます。リズムに合
わせて夢中になって体を動かし、集中やリラックスを体験する
ことで、潜在的なコミュニケーション能力を発掘できるはずで
す。

11月3日 東京学芸大学 東京学芸大学
http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar
/

事前申込み10月14日
まで

東京都 小金井市 ② 農工祭 東京農工大学小金井キャンパスで開催される学園祭 11月9～11日 小金井キャンパス
国立大学法人東京農工大
学

無料
http://www.tuat.ac.jp
/campuslife/festival/
index.html

東京都 小金井市 ④ 科学技術展
東京農工大学工学部の研究成果を広く発信し、研究活動に対
する理解を深めていただくイベント。

11月9～11日 小金井キャンパス
国立大学法人東京農工大
学

無料
www.tuat.ac.jp/~kagit
en/

東京都 小平市 3

「タイポグラフィ教育 I
文字造形を主体にした
大町尚友の教育の軌
跡」

本学視覚伝達デザイン学科におけるタイポグラフィ教育を総覧
し、主導した大町尚友の教育の軌跡を中心に振り返る。

9月10日〜10月20
日

武蔵野美術大学 美術
館•図書館

武蔵野美術大学 無料
http://mauml.musabi.
ac.jp/museum/archiv
es/1476

東京都 小平市 3
「斎藤國靖　「仮説」とし
ての絵画」

今年度で本学教授を退任する斎藤國靖の作品を通覧するとと
もに、本学で行われてきた絵画における技法・材料研究の意
義を振り返る。

10月22日〜11月
17日

武蔵野美術大学 美術
館•図書館

武蔵野美術大学 無料
http://mauml.musabi.
ac.jp/museum/archiv
es/1497

東京都 小平市 3
「近現代のブックデザイ
ン考 I
書物にとっての美」

日本の近現代における優れたブックデザインを通覧。活版印
刷にはじまる本の要素と構造、その表現の魅力を読み解く。

10月22日〜11月
17日

武蔵野美術大学 美術
館•図書館

武蔵野美術大学 無料
http://mauml.musabi.
ac.jp/museum/archiv
es/1488

東京都 小平市 ①②
津田塾大学ライティン
グセンター講演会

シリーズで開催している講演会の17回目。「書くということと私」
について、ジャパンタイムズ報道部長・大門小百合氏を講師に
お招きし、ご講演いただきます。（タイトルは検討中）

10月31日
津田塾大学小平キャン
パス

津田塾大学ライティングセン
ター

無料
http://twc.tsuda.ac.jp
/

事前申込要

東京都 小平市 ③

津田梅子資料室企画
展：津田梅子の妹　安
孫子余奈子－太平洋
をこえた姉妹の絆

2012年度の左記企画展示を無料でご覧いただけます。
2012年10月7日～
2013年9月27日

津田塾大学津田梅子資
料室・展示室

津田塾大学津田梅子資料
室

無料
http://lib.tsuda.ac.jp/
DigitalArchive/index.
html
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東京都 品川区 ① 平成24年度公開講座
「花粉症の疑問に答えます」「喘息患者さんの日常生活での管
理」の2講演を行います。

10月13日 昭和大学 品川区・昭和大学 無料
http://www.showa-
u.ac.jp/about_us/ext_l
ect/ext_lect_info.html

東京都 品川区 ① 平成24年度公開講座
「正しい食物アレルギーの知識」「金属アレルギーに対する歯
科医師の役割」の2講演を行います。

10月27日 昭和大学 品川区・昭和大学 無料
http://www.showa-
u.ac.jp/about_us/ext_l
ect/ext_lect_info.html

東京都 品川区 　　 ①
東京医療保健大学　公
開講座

「知っておきたい　こどもの病気と健康管理」と題し、日常的に
みられる病気の症状と家庭における対応について、講義を行
います。

11月17日
東京医療保健大学五反
田キャンパス

東京医療保健大学 無料
http://www.thcu.ac.jp
/campuslife/open-
lecture.html

募集人員４０名

東京都 渋谷区 ③ 青山祭
大学祭(文化系クラブ等による研究成果発表･展示会、演奏
会、著名人による講演会、各種模擬店等）

11月2～4日
青山学院大学
青山キャンパス

青山学院大学 無料 http://aoyamasai.com/

東京都 渋谷区 ①
特別公開講座
「Ｍａｎを出さしめよ」

日本メソジスト教会初代監督に就任した、本多庸一について、
様々な方向から考察します。

10月27日
青山学院大学
青山キャンパス

青山学院大学 無料 http://www.aoyama.ac全５回の最終回

東京都 渋谷区 ③ 女子短期大学青山祭
今年の学園祭(青山祭）は「MAKE UP!WAKE UP!」を
テーマに、学生の展示・発表を中心に開催します。

11月3, 4日
青山学院
女子短期大学構内

青山学院
女子短期大学

無料
http://www.luce.aoya
ma.ac.jp

東京都 渋谷区 ③

青山学院女子短期大
学
ギャラリー展覧会：
　芸術学科に関わった
教員作品展

改組により、2012年度で終了する芸術学科に関わった教員に
よる美術作品を展示します。

10月15日～
11月1日

青山学院
女子短期大学
ギャラリー
（北校舎１階）

青山学院
女子短期大学

無料
http://www.luce.aoya
ma.ac.jp

東京都 渋谷区 ③

青山学院女子短期大
学
ギャラリー展覧会：
　創立記念所蔵作品展

毎年１回、創立記念日11月16日をはさんで本学所蔵の美術作
品を約2週間本学のギャラリーで展示します。

11月7～21日

青山学院
女子短期大学
ギャラリー
（北校舎２階）

青山学院
女子短期大学

無料
http://www.luce.aoya
ma.ac.jp

東京都 渋谷区 ①
第7回　　　　　　　　　生
涯教育懇談会

テーマ　　生涯教育
時代認識　自己認識
―教育の真の目的は何か―

11月15日
国立オリンピック記念
青少年総合センター

財団法人　野村生涯教育セ
ンター　　東京支部

www.nomuracenter.or
.jp

当日受付も可

東京都 渋谷区 ③ 手芸作品展示会 編物手芸新作コンクール発表展示会 11月12～14日
全労済会館　スペース
／ゼロ

財団法人　日本編物手芸協
会

無料
http://www.nas-
knit.jp/

東京都 渋谷区 ④
法と人間科学 シンポジ
ウム

「法と人間科学」という新領域の学問における共通原理や基礎
理論について議論します。

10月19日 青山学院大学
文部科学省科学研究費補
助金  新学術領域研究「法
と人間科学」

無料
http://law-
human.let.hokudai.ac.j
p/
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東京都 渋谷区 ②

パネルディスカッション
『不登校、引きこもり、
いじめ。そのとき親は
子供といかに向き
合うか』

子供たちを取り巻く様々な問題に家族、学校、企業など地域全
体で関心を高め、そのとき私たちに何が出来るか考えます。不
登校、いじめ、引きこもりでお悩みの保護者地域の方々など、
皆様とこの社会問題に向き合います。

　11月3日（土）13：
00開場、13：30開

演

広域通信制高校サポー
ト校　東京ネットウエイブ
別科デザイン情報科

　広域通信制高校サポート
校　東京ネットウエイブ 別科
デザイン情報科

無料
http://www.tnw.ac.jp
/hs/school/discussio
n/

　担当/五十嵐　e-
mail: igarashi@tn-
wave.com TEL:03-
3401-9701

東京都 新宿区 ①
ACCUライブラリー開放
デー

アジア太平洋諸国の児童書、識字・ノンフォーマル教育教材を
展示しています。どなたでもご自由にご利用いただけます。

11月6, 7, 9日
公益財団法人ユネスコ・
アジア文化センター

公益財団法人ユネスコ・ア
ジア文化センター

無料
http://www.accu.or.jp
/

ライブラリー開放時
間：10:00～17:00

東京都 新宿区 ① 金栗四三特別展
日本人として初めてオリンピックに出場したマラソンの父・金栗
四三氏の足跡を辿る企画展です。

9月14日～11月30
日

秩父宮記念スポーツ博
物館

独立行政法人日本スポーツ
振興センター

http://naash.gp.jp/m
use

東京都 新宿区 ③ 展覧会 「篠山紀信展　写真力　THE PEOPLES by KISHIN」
10月3日～12月24

日
東京オペラシティ アート
ギャラリー

公益財団法人　東京オペラ
シティ文化財団　/　読売新
聞社

http://www.operacity
.jp/ag/

東京都 新宿区 ③ 音楽公演
篠崎史子　ハープの個展 Ⅻ
～ハープの個展シリーズ40周年記念～

10月22日
東京オペラシティ コン
サートホール

公益財団法人　東京オペラ
シティ文化財団／東京コン
サーツ

http://www.operacity
.jp/concert/

東京都 新宿区 ③ 音楽公演 ヴィジュアル・オルガンコンサート 11月16日
東京オペラシティ コン
サートホール

公益財団法人　東京オペラ
シティ文化財団

無料
http://www.operacity
.jp/concert/

東京都 新宿区 ③ 音楽公演 近藤千花子 クラリネットリサイタル 11月20日
東京オペラシティ リサイ
タルホール

公益財団法人　東京オペラ
シティ文化財団

http://www.operacity
.jp/concert/

東京都 新宿区 ①
「高校生・大学生のた
めの裏千家茶道ビギ
ナーズセミナー」

高校生・大学生のための裏千家茶道ビギナーズセミナーを東
京で開催します。基準点前の解説等充実したプログラムを設
けています。

10月21日・10月28
日

裏千家東京道場・裏千
家東京茶道会館

学校法人裏千家学園 裏千
家学園茶道専門学校

http://www.chado-
kentei.com/CGI/uras
enke/school/news/d
etail.cgi?news_id=000
52

裏千家茶道を学ぶ大
学生・高校生で、茶道
指導者の推薦がある
者　募集人員　大学
生・高校生　各50名

東京都 新宿区 ③
平成２４年度親子ふれ
あい将棋教室

東京都内在住・在学の子供(５歳～１８歳)とその保護者２名１
組を１２０組(２４０人）を募集します。日本将棋連盟では東京都
教育委員会の依頼に基づきプロ棋士８人と女流棋士２人を派
遣しています。主な内容は、親子対局・プロ棋士指導対局・初
心者向け将棋教室を実施します。

10月21日(日) 東京都庁 東京都教育委員会 無料

東京都教育庁地域教
育支援部生涯学習課
地域支援係
03-5320-6859

東京都 新宿区 ③
講演：(仮題)ヒマラヤの
植物たち

東京大学準教授池田博先生よりヒマラヤの植物を中心に世界
の植物に関するお話をうかがう予定です。

11月17日 ルーテル市ヶ谷センター 社団法人日本植物友の会
http://www.shokubut
utomonokai.or.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

東京都 杉並区 ③ 第128回明大祭
和泉キャンパスで開催される学園祭で，サークル，ゼミなどに
よる多数の発表などが３日間開催されます。

11月1～3日
明治大学和泉キャンパ
ス

明大祭実行委員会 無料 http://meidaisai.jp  

東京都 世田谷区 ➁
第46回
日体フェスティバル

各種ｽﾎﾟｰﾂ教室、体力測定、ｱｰﾃｨｽﾄﾗｲﾌﾞ、子供向けﾋｰﾛｰ
ｼｮｰ等、幅広い年齢層が楽しむ事が出来ます。

11月2, 4日 東京・世田谷キャンパス
日本体育大学／日本体育
大学女子短期大学部

無料
http://www.nittai.ac.j
p/

東京都 世田谷区 ①③④
ヨルダン、ウム・カイス
発掘報告－生活－そ

の２

ヨルダン、ウム・カイス遺跡の発掘調査とその研究成果をヨル
ダン政府の遺物借用許可を得て、紹介します。

9月25日～12月22
日

国士舘大学イラク古代
文化研究所展示室

国士舘大学文化遺産研究
プロジェクト

無料
http://www.kokushik
an.ac.jp/research/IC
SAI/index.html

左記ＨＰにて詳細を
お知らせします。

東京都 世田谷区 ①③④

国士舘大学文化遺産
研究プロジェクト報告
会in楓門祭
「ヨルダン　ウム・カイス
遺跡発掘調査201２」

２０１２年ヨルダン、ウム・カイス遺跡の発掘調査に参加したメ
ンバーで報告会を実施致します。

11月2日
国士舘大学世田谷キャ
ンパス

国士舘大学文化遺産研究
プロジェクト

無料
http://homepage.kok
ushikan.ac.jp/kch/

時間や会場等の詳細
は未定。
左記ＨＰにて決まり次
第お知らせします。

東京都 世田谷区 ③ 医愛祭（文化祭）
・本学の教育・研究活動の成果を広く地域社会に公開します。
・クラブ・サークル等学生の自主的な課外活動の日頃の成果を
発表します。

11月3, 4日
東京医療保健大学世田
谷キャンパス

東京医療保健大学大学祭
実行委員会

無料
e-mail:
gakusei@thcu.ac.jp

東京都 世田谷区 ③

成城大学民俗学研究
所　柳田國男没後・柳
田文庫創設50年記念
特別展

柳田國男没後・柳田文庫創設50年を記念し、「柳田國男の世
界（仮）」と題して、主に柳田國男の前半生に焦点をあてた展示
を行います。

11月2～30日（3日
を除き、日曜日・

祝日は休館）
民俗学研究所展示室 成城大学民俗学研究所 無料

http://www.seijo.ac.j
p/minken/

東京都 世田谷区 ①
「成城 学びの森」
オープン･カレッジ

辻井喬氏を講演者にお招きし、『わが国の近未来について』を
テーマに講演会を行います。

11月17日
大学3号館
地下1階
003教室

成城大学
企画調整室

無料
http://www.seijo.ac.j
p/lifelearn/o-
college/index.html

事前予約制

東京都 世田谷区 ①
「成城 学びの森」
オープン･カレッジ

堤剛氏を講演者にお招きし、『音楽芸術と人間性』をテーマに
講演会を行います。

11月24日
大学3号館
地下1階
003教室

成城大学
企画調整室

無料
http://www.seijo.ac.j
p/lifelearn/o-
college/index.html

事前予約制

東京都 世田谷区 ③ 文化祭 日頃の研究の成果発表及び課外活動等による展示や催し。 11月2, 3日 大学校内 無料

東京都 世田谷区 ② 文化祭
日頃の勉学の成果発表だけでなく、クラス・課外活動等の企画
による展示や催し。

11月2, 3日 高等学校校内 無料
http://www.seijogaku
en.ed.jp/

東京都 世田谷区 ② 文化祭
校舎・中庭・講堂等で、各クラス・各クラブ・教員及び保護者
が、展示・売店・催し物等を行います。

11月2, 3日 中学校校内 無料
http://www.seijogaku
en.ed.jp/
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東京都 世田谷区 ②
文化祭
（こどもの祭り）

作品展・ゲーム・すもう大会・餅つきなど、児童・教職員・保護
者による催しが賑やかに行われます。

11月3日 初等学校校内 　 無料
http://www.seijogaku
en.ed.jp/shoto/

東京都 世田谷区 ② 文化祭 園児たちの個人制作および共同制作の作品展示を行います。 11月2, 3日 幼稚園園内 無料
http://www.seijogaku
en.ed.jp/yochien/

東京都 世田谷区 ②
第47回自由が丘産能
祭

大学と短期大学が共同で開催する学園祭です。研究発表、ス
テージイベント、地域交流企画、講演会等を実施します。

11月10, 11日
自由が丘キャンパス(産
業能率大学、自由が丘
産能短期大学）

自由が丘産能祭実行委員
会

無料

http://www.mi.sanno.
ac.jp/index.html

http://www.sanno.ac.
jp/tandai/index.html

東京都 世田谷区 ①
東京医療保健大学
医愛祭

東京医療保健大学の文化祭で、アジア太平洋諸国の無形文
化遺産をテーマにした写真展を実施します。ESD（持続発展教
育／持続可能な開発のための教育）の概念を伝えます。

11月3, 4日
東京医療保健大学　世
田谷キャンパス

公益財団法人ユネスコ・ア
ジア文化センター（文化祭全
体の主催は東京医療保健
大学）

＜ユネスコ・アジア文
化センター＞
http://www.accu.or.jp
/
＜東京医療保健大学
＞
http://thcu.ac.jp/

フォトキャラバンは無
料でご覧いただけま

す。

東京都 世田谷区
①，②，

④
「タロイモは語る」

タロイモは、熱帯アジアの内陸部で栽培化され、根菜農耕の起
源に深くかかわった植物で現在でも熱帯地方の重要な主食の
一つとなっています。各地で伝統的な根菜農耕文化が育ま
れ、人々の食生活を支えるだけでなく、そこには薬用あるいは
神への供物として用いられたり、多様な文化も形成してきたタ
ロイモにスポットを当てた展示です。展示コーナーでは、タロイ
モの植物体も展示され、開催期間中には、タロイモに関する講
演会や試食会も実施される予定です。

10月12日～平成
25年3月24日

東京農業大学「食と農」
の博物館1階企画展示
コーナー

東京農大・（財）進化生物学
研究所

無料
http://www.nodai.ac.j
p/syokutonou/

毎週月曜休館および
最終月末火曜休館

東京都 世田谷区 　②　③ 文化祭 展示・発表、演劇、ステージ、縁日、喫茶など 11月2～4日
筑波大学附属駒場中・
高等学校

筑波大学附属駒場中・高等
学校

無料
附属駒場中・高等学

校事務室
03-3411-8521

東京都 台東区 ③
ランチタイムコンサート
２台チェンバロ

戸崎廣乃（上野学園大学講師）と中村文栄（上野学園大学演
奏要員）による演奏会。

10月10日
上野学園石橋メモリアル
ホール

上野学園石橋メモリアル
ホール

無料
http://www.ishibashi
memorial.com

東京都 台東区 ③
第25回上野学園大学
短期大学部定期演奏
会

オーディションで選抜された短期大学部学生による演奏会。 10月26日
上野学園講堂（石橋メモ
リアルホール）

上野学園大学短期大学部 無料
http://www.uenogaku
en.ac.jp

東京都 台東区 ③
演奏家コース学内演奏
会

上野学園大学と上野学園高等学校の演奏家コース学生・生徒
による演奏会。

10月27日
上野学園講堂（石橋メモ
リアルホール）

上野学園大学 無料
http://www.uenogaku
en.ac.jp
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東京都 台東区 ③ 櫻樹祭 上野学園大学と上野学園大学短期大学部合同の学園祭。 11月3, 4日
上野学園大学
上野キャンパス

上野学園大学・同短期大学
部

無料
http://www.uenogaku
en.ac.jp

入場に際して、氏名
等の申告を必要とし
ます。

東京都 台東区 ③
上野学園大学古楽研
究室演奏会

櫻井茂（上野学園大学准教授/同古楽研究室主任）他による
演奏会。

11月8日
上野学園石橋メモリアル
ホール

上野学園大学古楽研究室
http://www.ishibashi
memorial.com

東京都 台東区 ③
ランチタイムコンサート
古楽への誘いⅤ

太田光子（上野学園大学講師）による演奏会。 11月14日
上野学園石橋メモリアル
ホール

上野学園石橋メモリアル
ホール

無料
http://www.ishibashi
memorial.com

東京都 台東区 ③
第2回上野学園大学合
唱定期演奏会

上野学園大学合唱団による演奏会。 11月17日
上野学園講堂（石橋メモ
リアルホール）

上野学園大学
http://www.uenogaku
en.ac.jp

東京都 台東区 ③
第61回上野学園大学
オーケストラ定期演奏
会

上野学園大学管弦楽団による演奏会。 11月24日
上野学園講堂（石橋メモ
リアルホール）

上野学園大学
http://www.uenogaku
en.ac.jp

東京都 台東区 ③
アジア音楽祭2012　ア
ジアの伝統・アジアの
現代

日本と中国の現代音楽の演奏会です。中国の伝統楽器揚琴
の伝統作品と現代作品もお聴きいただきます。

11月2日 旧東京音楽学校奏楽堂
社団法人日本作曲家協議
会

www.jfc.gr.jp

東京都 台東区 ③
第71回創元展受賞作
家展

今年４月国立新美術館で開催した第71回創元展において、受
賞した29名による新旧作品を一堂に展観するもの。この展覧
会は、次世代を担う新人の発掘と育成の一助になることを願う
とともに、今後の本会発展の寄与に応えるものです。

10月29日　～11月
6日

東京都美術館 (一社)創元会 無料
http://www.sogenkai.
or.jp/

東京都 台東区 ③ 第10回東京支部展
同時開催で東京支部会員による絵画の展覧会で支部発展の
ため、会員の日頃の成果を陳列しご高覧ご高評をいただきま
す。

10月29日　～11月
6日

東京都美術館 創元会　東京支部 無料
03-3464-7824　支部
長　谷貝文恵

東京都 台東区 ①，③ 聴蓮会（仮称）
「都市緑化フェア」蓮文化展示との連動企画。寛永寺長老・浦
井正明先生と江戸園芸研究家・小笠原左衛門尉亮軒先生によ
る蓮にまつわる歴史や文化、観賞方法を学ぶ会。

10月20日
寛永寺弁天堂書院（上
野不忍池内）

社団法人園芸文化協会 無料
enbun@soleol.ocn.ne.j
p

定員70名・先着順

東京都 台東区 ③ 第45回創作手工芸展
公募展　手工芸の展覧会
（出品者　募集期間6月1日～9月30日　出品料一般\10,000会
員\8,000準会員又は学生\5,000）

11月8～15日
東京都美術館ギャラ
リーC

財団法人　日本手芸作家連
合会

無料
http://www.syugei-
sakka.JP

出品者
直接搬入日
10月30日
搬入代行締切日
10月25日

東京都 台東区 ③ 特別講演会 演題”美しき物のみかた”講師　大矢　紀（日本美術院同人）
11月14日午後2時

～午後3時
東京都美術館　講堂

財団法人　日本手芸作家連
合会

無料
http://www.syugei-
sakka.JP
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東京都 台東区 ③

後藤家文書　刀装金工
の鑑定と記録

－東京藝術大学附属
図書館貴重資料展－

江戸期に大名家などが後藤家（幕府お抱えの刀装具等の装飾
金工製作と、佐渡・京都に出張所を置いた金座での大判・小判
鋳造の一派）に持ち込んだ刀装具鑑定の克明な記録である
「極帳」を、本館で修復したのを機に、現存する作品写真と合
わせて初公開します。

10月1～27日
東京芸術大学附属図書
館２階目録室

東京芸術大学附属図書館 無料
http://www.lib.geidai.
ac.jp/

東京都 台東区 ①
東京ｽｶｲﾂﾘｰを描く絵
画展

GTS観光アートプロジェクトの一環で応募作品を展示し、学長
賞・区長賞など各賞を選考・授与します。

10月30日～11月4
日

東京芸術大学大学美術
館

東京芸術大学 無料

http://www.geidai.ac.j
p/museum/exhibit/c
urrent_exhibitions_ja.h
tm

東京都 台東区 ②、③

美しさの新機軸　―日
本画　過去から未来へ
―　公益財団法人芳泉
文化財団　第一回文化
財保存学日本画研究
発表展

芳泉文化財団の助成事業により修復・制作された作品を保存
修復日本画研究室の研究成果と共に展示します。

11月1～11日
東京芸術大学大学美術
館

東京芸術大学 無料

http://www.geidai.ac.j
p/museum/exhibit/c
urrent_exhibitions_ja.h
tm

東京都 台東区 ①、③
尊厳の藝術展-The Art
of Gaman-

第2次世界大戦中のアメリカ日系人強制収容所において、限ら
れた材料を基に制作された美術工芸品を展示します。

11月3日～12月9
日

東京芸術大学大学美術
館

東京芸術大学 無料

http://www.geidai.ac.j
p/museum/exhibit/c
urrent_exhibitions_ja.h
tm

東京都 台東区 ②、③

東京藝術大学創立125
周年記念事業「藝大
アーツ・サミット2012 ア
ジアから世界へ －連
携と共生－」（Geidai
Arts Summit 2012 ―
From Asia to the World
― the Development
and Cooperation）

東アジアの日本を含む9カ国1地域の30芸術系大学が参加し、
アジアから世界に向けた芸術大学の連携のあり方、並びにア
ジアの新たな芸術創造に関して議論を行うサミット及びシンポ
ジウムを行います。

10月10日 浅草ビューホテル 東京芸術大学 無料

東京芸術大学
社会連携センター
050-5525-2034
http://www.geidai.ac.j
p/

7月10日お知らせ
http://www.geidai.ac.j
p/info/20120710_01.h
tml

行事の詳細について
は、9月に東京芸術大
学のホームページに
掲載し、プレスリリー
スも行う予定です。

東京都 立川市 ③
国立音楽大学芸術祭
2012

学生が主催する大学祭です。演奏会など多数の企画を通し
て、学生たちが日頃の研鑽の成果を発表します。

11月2～4日
国立音楽大学キャンパ
ス

国立音楽大学芸術祭実行
委員会

無料 042-536-5762
ウェイブサイトは現在
作成中です。

東京都 立川市 ③
第19回　オーケストラ
定期演奏会

本校在校生による、オーケストラ演奏会。 11月6日
国立音楽大学講堂大
ホール

国立音楽大学附属高等学
校

無料
042-572-4111　　（代
表）

東京都 立川市 ③

大学院オペラ2012
モーツァルト
歌劇「ドン・ジョヴァン
ニ」

大学院生を中心とした本格的なオペラ上演で、毎年ご好評を
頂いています。今年はモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」を上
演します。

10月20, 21日
国立音楽大学講堂大
ホール

国立音楽大学
http://www.kunitachi.
ac.jp/
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東京都 立川市 ③
フィリップ・ベロー クラ
リネット公開レッスン

パリ管弦楽団の首席奏者であり、またパリ音楽院の教授でも
あるフィリップ・ベロー氏を迎え、公開レッスン（受講生は本学
学生）を行います。

10月29日
国立音楽大学講堂小
ホール

国立音楽大学 無料
http://www.kunitachi.
ac.jp/

東京都 立川市 ③
レナーテ・グライス-ア
ルミン フルート公開
レッスン

カールスルーエ音楽大学教授のレナーテ・グライス-アルミン
氏を迎え、公開レッスン（受講生は本学学生）を行います。

11月7日
国立音楽大学講堂小
ホール

国立音楽大学 無料
http://www.kunitachi.
ac.jp/

東京都 立川市 ③
ミシェル・ベロフピアノ
公開レッスン

世界的なピアニスト、ミシェル・ベロフ氏を迎え、公開レッスン
（受講生は本学学生）を行います。

11月8日
国立音楽大学講堂小
ホール

国立音楽大学 無料
http://www.kunitachi.
ac.jp/

東京都 立川市 ③

『聴き伝わるもの、聴き
伝えるもの―20世紀音
楽から未来に向けて
―』
第7夜「ケージ＆ナンカ
ロウ生誕100年～現在
のへ射程」

このコンサートは「聴き伝わるもの＝既存の名作の継承」と「聴
き伝えるもの＝新しく創造された作品の初演と再演」をプログラ
ミングの柱としています。
J.ケージとC.ナンカロウ生誕100年を記念して、両氏の作品お
よび、それぞれの思考に繋がるルトスワフスキ、山口、リゲティ
の作品を紹介します。これにより、新しい音楽における20世紀
中盤から現在への射程を測り、同時に未来への継承を試みて
います。ケージ作品は本学作曲科学生により上演されます。

11月10日
国立音楽大学講堂小
ホール

国立音楽大学
http://www.kunitachi.
ac.jp/

東京都 立川市 ③
第11回声楽専修合唱
演奏会

声楽専攻学生による合唱定期演奏会です。宗教曲を中心に演
奏します。

11月17日
国立音楽大学講堂大
ホール

国立音楽大学 無料
http://www.kunitachi.
ac.jp/

東京都 中央区 ③ 第38回創玄現代書展

本会を代表する正会員の推薦作家と、本会で選抜された作家
による「これからの書」を意識した、漢字、かな、詩文書、篆刻
作品作品181点を展示。作家による作品解説も行い、広く一般
の方にも分りやすく現代書を鑑賞していただく機会を作ってい
ます。

10月30日～11月4
日

中央区銀座「東京セント
ラル美術館」

公益社団法人創玄書道会 無料
http://www.sogen.or.j
p

東京都 調布市 ③ 白百合祭
学園祭。クラブ、学会等の作品展示、発表、模擬店、イベント、
チャリティーグッズ販売、地域の子ども達による発表等を行い
ます。

10月27, 28日 白百合女子大学 白百合祭実行委員会
http://www.shirayuri.
ac.jp/gakusai/

東京都 調布市 ① 杏林大学公開講演会
「認知症と向き合う」と題して杏林大医学部教授が公開講演会
を行います。

10月12日
調布市文化会館「たづく
り」

学校法人杏林学園と調布市
の共催

無料
杏林学園広報・企画
調査室　　　0422-44-
0611

会場宛に事前申し込
みが必要

  東京都 調布市 ① 杏林大学公開講演会
「バレーボールの楽しさいろいろ」と題して杏林大保健学部准
教授が公開講演会を行います。

10月29日
調布市文化会館「たづく
り」

学校法人杏林学園と調布市
の共催

無料
杏林学園広報・企画
調査室　　　0422-44-
0611

会場宛に事前申し込
みが必要

東京都 調布市 ④ 子ども工作教室 ヘリコプターの製作 10月27日
電気通信大学創立８０
周年記念会館

電気通信大学 無料
研究協力課

042-443-5880
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東京都 調布市 ④ おもちゃの病院 壊れたおもちゃの修理 11月17日
電気通信大学創立８０
周年記念会館

電気通信大学 無料
研究協力課

042-443-5880

東京都 千代田区 ①
平成24年度『論語』の
学校－RONGO
ACADEMIA－

『論語』と古典教養の普及を目指した講演会を開催します。『論
語』そのものの解釈や理解を分かりやすく解説すると同時に、
他方で『論語』を生きた知恵として実社会に実践している方々
のお話を紹介します。

11月17日
二松學舍大学 中洲記
念講堂

学校法人 二松学舎 無料
www.nishogakusha-
u.ac.jp

東京都 千代田区 ③
常設展「大妻コタカの
生涯と大妻教育」

開催日程中の火・木・土曜午前10～午後4時無料観覧
～12月22日（火・

木・土）
大妻女子大学博物館 大妻女子大学博物館 無料

http://www.museum.
otsuma.ac.jp/

東京都 千代田区 ③
企画展「日本人の生活
にみられる－すわる
－」

開催日程中の火・木・土曜午前10～午後5時無料観覧
～1月27日（火・

木・土）
大妻女子大学博物館 大妻女子大学博物館 無料

http://www.museum.
otsuma.ac.jp/

東京都 千代田区 ②

大妻女子大学家政学
部ライフデザイン学科
設立10周年記念イベン
ト

『真に豊かな生活を』というライフデザインの理念どう発展さ
せ、実社会に反映させられるかをゲストを迎えて講演・ディス
カッション（予定）

11月3日 大妻講堂
大妻女子大学家政学部ライ
フデザイン学科

無料

http://www.gakuin.ot
suma.ac.jp/news/201
2/2012-0802-1835-
4.html

OG、在校生、教職
員、ライフデザインに
興味のある高校生対
象（事前申込制）。

東京都 千代田区 ①

第28回社会
科学研究所シンポジウ
ム「震災瓦礫とアスベ
ストについて（仮題）」

東日本大震災から一年が経ち，様々な支援が続いている中，
震災に関わる長期的課題の一つがアスベストであると思われ
ます。講演者の方々には，客観的・多面的な観点からご討議
いただく予定です。

11月10日
明治大学駿河台キャン
パス・リバティタワー
1022教室

明治大学社会科学研究所 無料

掲載予定（１０月中旬
頃）
http://www.meiji.ac.jp
/sha_ken/topics　明
治大学社会科学研究
所（℡03-3296-4135）

東京都 千代田区 ①
第36回明治大学人文
科学研究所公開文化
講座

テーマ未定 11月11日
明治大学駿河台キャン
パス・アカデミーコモン

明治大学人文科学研究所 無料

http://www.meiji.ac.jp
/jinbun/index.html
明治大学人文科学研
究所（℡03-3296-
4362）

東京都 千代田区 ①
明治大学博物館常設
展示

伝統的工芸品の原材料、製造工程、技法・意匠の種別を紹介
する商品部門、日本史上著名な法令文書、高札、江戸時代の
捕者具や拷問・刑罰具の刑事部門、石器、土器、埴輪、金属
器等、明治大学考古学研究室の発掘成果を展示する考古部
門の特徴的な３部門で構成している。

通年 明治大学博物館常 明治大学博物館 無料
http://www.meiji.ac.jp
/museum/

東京都 千代田区 ①
明治大学博物館特別
展

氷河時代に現代人が経験した気候変動のリズム、絶滅した動
物，日本列島に現代人が登場したそもそものはじまり、卓越し
た生存技術、シンボリズムの発露、重層化するムラ跡など様々
な切り口から新しい旧石器時代のイメージを伝える。

10 月12 日～12
月12 日

明治大学博物館 明治大学博物館
http://www.meiji.ac.jp
/museum/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 千代田区 ①
文化の日親子はにわ
教室

古墳から発掘された実物の埴輪を教材に、土を洗い落とす洗
浄作業や、バラバラの破片の中からくっつくもの同士を探して
接着する復元作業の体験を通して、はにわの特徴や意味を学
ぶ。

11月3日 明治大学博物館 明治大学博物館 無料
http://www.meiji.ac.jp
/museum/

東京都 千代田区 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

明治大学・福井県連携講座～欧亜国際連絡列車運行100周年
記念～
「交通と観光」の十字路・敦賀
福井の魅力を探索する！

11月23日
明治大学駿河台校舎 リ
バティタワー

明治大学 無料
https://academy.meij
i.jp
03-3296-4423

東京都 千代田区 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

明治大学・宮崎県・奈良県・島根県連携講座
古事記編さん1300年記念シンポジウム
～「古事記」三大聖地の魅力を探る～

11月24日
明治大学駿河台校舎 ア
カデミーコモン

明治大学 無料
https://academy.meij
i.jp
03-3296-4423

東京都 千代田区 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

ドラッカー学会共催
「ドラッカーの世界」への誘い

10月5，12，18，
25，31日

明治大学駿河台校舎 リ
バティタワー

明治大学
https://academy.meij
i.jp
03-3296-4423

東京都 千代田区 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

松竹株式会社共催
生誕100年　天才監督木下惠介を知る

11月9日
明治大学駿河台校舎 リ
バティタワー

明治大学
https://academy.meij
i.jp
03-3296-4423

東京都 千代田区 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

世界の民族音楽を聴く
ーレクチャー＆コンサートー

10月20日,
11月１７日, 12月

15日

明治大学駿河台
校舎　紫紺館
及び大学会館

明治大学
https://academy.meij
i.jp
03-3296-4423

東京都 千代田区 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

第１５回ホームカミングデー公開講座
阿久　悠論ー昭和歌謡の巨星ー

10月21日
明治大学駿河台校舎 リ
バティタワー

明治大学 無料
https://academy.meij
i.jp
03-3296-4423

東京都 千代田区 ③
シェイクスピア・プロ

ジェクト
学生によるシェイクスピア劇の上演

2012年11月9～
11日　全5回

駿河台キャンパス
アカデミーホール

明治大学シェイクスピアプロ
ジェクト

無料

お問い合わせメール
アドレス　　　　E-
mail：
edu@mics.meiji.ac.jp

東京都 千代田区 ①

2012専修大学大学院
公開講座
「被災地の現状（いま）
は」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。10/5から10/26までの期間で開催する
PART1では「東日本大震災から学ぶもの－大震災の現在・過
去・未来－」をサブテーマとし、東日本大震災を社会科学・自然
科学・歴史学・リスクマネジメントの多角的視点からとらえ、今
後の対応の在り方を考える。

10月5日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

東京都 千代田区 ①

2012専修大学大学院
公開講座
「地震と災害発生のメ
カニズム　～海と陸か
らの視点」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。10/5から10/26までの期間で開催する
PART1では「東日本大震災から学ぶもの－大震災の現在・過
去・未来－」をサブテーマとし、東日本大震災を社会科学・自然
科学・歴史学・リスクマネジメントの多角的視点からとらえ、今
後の対応の在り方を考える。

10月12日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

東京都 千代田区 ①
2012専修大学大学院
公開講座
「災害の記憶と伝承」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。10/5から10/26までの期間で開催する
PART1では「東日本大震災から学ぶもの－大震災の現在・過
去・未来－」をサブテーマとし、東日本大震災を社会科学・自然
科学・歴史学・リスクマネジメントの多角的視点からとらえ、今
後の対応の在り方を考える。

10月19日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

東京都 千代田区 ①

2012専修大学大学院
公開講座
「地域・企業からみた災
害リスクマネジメントの
将来」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。10/5から10/26までの期間で開催する
PART1では「東日本大震災から学ぶもの－大震災の現在・過
去・未来－」をサブテーマとし、東日本大震災を社会科学・自然
科学・歴史学・リスクマネジメントの多角的視点からとらえ、今
後の対応の在り方を考える。

10月26日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

東京都 千代田区 ①

2012専修大学大学院
公開講座
「東日本大震災と政府・
自治体(浦安市)の対
応」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。11/9から12/7までの期間で開催する
PART2では「東日本大震災と政府・地方自治体の対応」をサブ
テーマとし、東日本大震災後、基本的政策として、実際に政府
および地方自治体が何を行ってきたのか、その検討を通じて
今後の対応に役立てる。

11月9日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

東京都 千代田区 ①

2012専修大学大学院
公開講座
「浦安市の住宅管理組
合の活動」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。11/9から12/7までの期間で開催する
PART2では「東日本大震災と政府・地方自治体の対応」をサブ
テーマとし、東日本大震災後、基本的政策として、実際に政府
および地方自治体が何を行ってきたのか、その検討を通じて
今後の対応に役立てる。

11月16日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

東京都 千代田区 ①

2012専修大学大学院
公開講座
「米連邦緊急事態管理
庁と日本」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。11/9から12/7までの期間で開催する
PART2では「東日本大震災と政府・地方自治体の対応」をサブ
テーマとし、東日本大震災後、基本的政策として、実際に政府
および地方自治体が何を行ってきたのか、その検討を通じて
今後の対応に役立てる。

11月30日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

東京都 千代田区 ①

2012専修大学大学院
公開講座
「危機管理と行政側の
対応」

専修大学大学院が開催する公開講座。
2012年度は「東日本大震災から学ぶ災害・リスクの総合研究」
をテーマとしている。11/9から12/7までの期間で開催する
PART2では「東日本大震災と政府・地方自治体の対応」をサブ
テーマとし、東日本大震災後、基本的政策として、実際に政府
および地方自治体が何を行ってきたのか、その検討を通じて
今後の対応に役立てる。

12月7日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/gradu
ate_school/grsc_exte
nsion/005911.html

専修大学大学院事務
課
TEL：03-3265-6568

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
1)氏名、2)住所、3)電
話番号、4)年齢、5)職
業、6)聴講希望日

申込先
FAX：03-3265-6375
mail：
gkouza22@acc.sensh
u-u.ac.jp

東京都 千代田区 ④

国際シンポジウム
「Expansion of
associative learning
theory」

専修大学心理科学研究センターは、文部科学省私立大学戦
略的研究基盤形成支援事業に選定され、『融合的心理科学の
創成：心の連続性を探る』というテーマで研究活動を行ってい
ます。今回は、Rescorla-Wagner modelの提唱者であるDr.
Robert Rescorla、他2名の講師をお招きし、国際シンポジウム
を開催します。

11月10日
専修大学神田キャンパ
ス7号館3階731教室

専修大学
社会知性開発研究センター
／心理科学研究センター

無料
http://www.senshu-
u.ac.jp/research/lab/
sidrc.html

FAXまたは電子メー
ルでの申込が必要

必要事項
件名「11/10心理科学
シンポジウム」
1)氏名（ふりがな）、2)
郵便番号、3)住所、4)
電話番号

■定員：180名（先着
順）
■申込み締切：11月2
日（金）

申込先
専修大学社会知性開
発研究センター事務
課
e-mail：
socio@acc.senshu-
u.ac.jp
FAX：044-911-1348

東京都 千代田区 ① 東京新島講座

同志社大学文学部教授露口卓也氏・同志社大学生命医科学
部教授米井嘉一氏による講演会です。露口氏の演題は「新島
八重の印象」、米井氏の演題は「健康長寿をめざすアンチエイ
ジング研究最前線」です。
なお、参加には同志社大学キャンパスフェスタ東京会場への
申し込みが必要です（下記URLから申し込みできます）。
http://www.doshisha.ac.jp/alumni/info/c_festa2012_moshikom
i.html

11月18日 秋葉原UDX 学校法人同志社 無料 075-251-3006

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

三味線入門（2日程、全2回）
A日程：11月1, 8日
B日程：11月17, 24

日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

万葉集の魅力（全5回）
10月25日, 11月1,
15, 29日, 12月13

日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

日本神話を読む（全5回）
10月17, 31日, 11
月14, 28日, 12月

12日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

イタリア探訪
～イタリアのまちづくり手法を探る～
（全3回）

10月25日, 11月8,
22日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

やきものの歴史と魅力
～伊万里焼編～
（全5回）

10月12, 26日, 11
月9, 30日, 12月14

日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

日本近代史
～可能性としての日本近代（大正時代編）～
（全6回）

10月13, 27日, 11
月10, 24日, 12月

8, 22日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

パーソナルカラー講座
（3日程、各1回）
＊女性限定

A日程：11月2日
B日程：11月7日
C日程：11月15日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

テーブルマナーとテーブルセッティングの基礎知識（秋冬編）
（全4回）

10月30日, 11月
13, 27, 12月11日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

大人のマナーⅠ，Ⅱ
 I ～コミュニケーション編～
Ⅱ～日常編～
（各1回）
＊女性限定

Ⅰ：11月21日
Ⅱ：11月28日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

長唄講座【個人レッスン編】
（全3回）

11月6, 13, 20日
共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

日本舞踊講座（宗家藤間流）
（全3回）
＊女性限定

11月7, 14, 21日
共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

朗読を楽しむ（全8回）

10月27日, 11月
10, 24日, 12月8
日, 22日, 1月12,
26日, 2月9日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

リラックスヨーガ（全5回）
＊女性限定

11月6, 20, 27日,
12月4, 18日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

書を楽しむ（全5回）
10月17, 31日, 11
月14, 28日, 12月

12日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

クラシカルバレエレッスン（3コース制）
＊女性限定

10月30日, 11月6,
13, 20日

共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ①
共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー

アロマテラピー入門（全1回） 11月21日
共立女子学園神田一ツ
橋キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 千代田区 ③

第 5 回 EDO ART
EXPO“Japan Beauty
from Edo-Tokyo”共催
展示

EDO ART EXPOでは、江戸をテーマに伝統技術や歴史、美意
識などに関わる展示を、千代田区、港区、墨田区、中央区の
名店、企業、ホテルや文化・観光施設など、既存の建物をパビ
リオンに見立てて開催します。

本学では江戸時代の料理に関する資料等と書道展入選作品
を共催展示します。

 9 月 28 日～10
月 16 日

本学展示期間は
10月3日（水）～16

日（火）
　（ただし、日曜・

祝日は除く）

東京家政学院大学千代
田三番町キャンパス

NPO 法人東京中央ネット

http://www.tokyochu
o.net/edoartexpo/ind
ex.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 千代田区 ②
アカデミック英語能力
試験（TEAP）開発と今
後の日本の英語教育

財団法人日本英語検定協会と共同開発中の英語のテストにつ
いて、教育関係者等社会に広く公開します。

11月4日 上智大学 上智大学 無料
総務局企画広報グ
ループ長飯塚淳
03-3238-3179

東京都 千代田区 ②
Sophia American
Studies Colloquium

大学院生や研究者のため研鑽・発表の場を提供することを目
的として2000年度（平成12年度）より開催しています。

11月8日 上智大学
上智大学アメリカ・カナダ研
究所

無料

上智大学アメリカ・カ
ナダ研究所
電話：03-3238-3908

http://www.info.sophi
a.ac.jp/amecana/jind
ex.htm

東京都 千代田区 ④
研究機構フェスティバ
ル

研究機構の各研究部門及び学内研究者が推進している研究
の成果や研究企画を発表する機会を設け、本学の研究活動
への理解を広げるとともに、研究者間の交流を深めることによ
り新たな研究課題を創設することを目的として2006年度（平成
18年度）より開催しています。

10月31日 上智大学 上智大学 無料

研究支援センター
電話: 03-3238-3173

http://www.sophia.ac
.jp/jpn/research/suni
vrsc/kenkyukikou/ke
nkyukiko-Festival2

東京都 千代田区 ① シンポジウム
高齢者の健康と栄養について考え、いかにQOLを維持するか
を論じます。

11月1日 星陵会館
財団法人金萬有科学振興
会

無料
http://www.kimmany
u-spa.or.jp/

東京都 千代田区 ①
首都大学東京オープン
ユニバーシティ講座

世界自然遺産　小笠原を知る
～首都大学東京の小笠原研究から～
「小笠原の島の成り立ちと気候的特徴」

10月23日
首都大学東京飯田橋
キャンパス

首都大学東京オープンユニ
バーシティ

無料
www.ou.tmu.ac.jp
042-677-2362

事前予約制

東京都 千代田区 ①
首都大学東京オープン
ユニバーシティ講座

大震災からの復旧・復興支援のために
～今我々にできること、心ひとつに～
「東日本大震災と子どもの心のケア」

10月31日
首都大学東京飯田橋
キャンパス

〃 無料
www.ou.tmu.ac.jp
042-677-2362

事前予約制

東京都 千代田区 ①
首都大学東京オープン
ユニバーシティ講座

大震災からの復旧・復興支援のために
～今我々にできること、心ひとつに～
「原発避難をめぐる社会状況と分断の諸相」

11月16日
首都大学東京飯田橋
キャンパス

〃 無料
www.ou.tmu.ac.jp
042-677-2362

事前予約制

東京都 千代田区 ③
Nissay Opera2012
オペラ「メデア」

日生劇場開場５０周年記念公演 11月9～11日 日生劇場
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団

http://www.nissaythe
atre.or.jp/program/20
12/02/program-
391.html
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東京都 千代田区 ②、③
青少年のためのオペラ
教室「フィガロの結婚」

中高校生が学校単位で観劇します。 11月20～22日 日生劇場
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団

http://www.nissaythe
atre.or.jp/outline/sch
oolindex.html

　

東京都 千代田区 ③
Nissay Opera2012
オペラ「フィガロの結
婚」

日生劇場開場５０周年記念公演 11月23, 24日 日生劇場
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団

http://www.nissaythe
atre.or.jp/program/20
12/03/program-
408.html

 

東京都 千代田区 ①,③,④ 舞台フォーラム
舞台技術者・愛好家への啓蒙講演・パネルディスカッションを
行います。

11月21日 日生劇場
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団

無料
http://www.nissaythe
atre.or.jp/outline/for
umindex.html

 

東京都 千代田区 ③
お茶つながりはおもし
ろい　vol.3

伝統文化である茶道を、広く一般に理解して貰うため、知識
人・文化人との対話を通して｢茶道｣の今日的意義を伝える講
演会です。３回目の今回は、草月流家元　勅使河原 茜氏をゲ
ストに迎えます。

11月18日 東京商工会議所ホール 公益財団法人　三徳庵
http://www.santokua
n.or.jp/home.html

東京都 千代田区 ③ 第６回フォトフォーラム

写真愛好家をはじめとする一般の方々に、写真とは何か、写
真が語るもの、各ジャンルの写真家の取り組みや考え方など
を、プロフェッショナルの写真家が講演し、また、テーマに沿っ
たパネルディスカッションを行います。同時に会場ロビーにて
協賛会社による最新機材･技術展も開催します。

11月10日 有楽町朝日ホール
公益社団法人日本写真家
協会、朝日新聞出版

無料 http://www.jps.gr.jp

東京都 千代田区 ③ 45周年記念大会
当会創立４５周年記念・第４４回全国吟剣詩舞道大会で年間を
通じ最大のイベントです。

11月11日 日本武道館 財団総本部 03-6721-5950

東京都 千代田区 ③ 国際講座2012
ロンドン大学教授タイモン・スクリーチ氏による講演会「江戸文
化案内：浮世絵に見る吉原への道」開催

11月10日
学校法人城西大学東京
紀尾井町キャンパスB1
大ホール

城西国際大学国際教育セン
ター，財団法人生涯学習開
発財団

無料 http://www.jiu.ac.jp/

東京都 千代田区 ① 一橋大学開放講座
一般社会人を対象に「学問と社会の交流」という趣旨で、その
時々の経済情勢のトピックをテーマに選び、本学の教員・卒業
生を講師として実施しています。

10月18日, 11月15
日

如水会館 国立大学法人一橋大学 無料
http://www.hit-
u.ac.jp/extramural/fr
ee_lecture/index.html

東京都 千代田区 ①，②
地域交流シンポジウム
（大学改革シンポジウ
ム）

地理的地域を超えた大学間連携による「プレミアム人材育成
大学群」の形成につながるシンポジウムを開催します。 11月12日

一橋大学
一橋講堂

国立大学法人徳島大学 無料
khkoukenc@tokushim
a-u.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 千代田区 ④
第１２回北大・九大合
同フロンティア・セミ
ナー

地域医療と生活習慣病の未来をテーマとしたセミナーです。各
大学から「医療体制と医学教育改革～医療崩壊の危機とグ
ローバル化の嵐の中で～」、「変貌する日本人の生活習慣病
～半世紀に及び久山町研究からのメッセージ～」の講演を行
い、その後、本テーマによるパネルディスカッションを行いま
す。

11月9日
東京ステーションコン
ファレンス

北海道大学、九州大学 無料
http://www.godo-
ac.jp

東京都 千代田区 ④ NAIST東京フォーラム
先端科学技術の動向や展望、大学の使命等について理解を
深めるため、有識者による講演及び討論を行います。

10月18日 有楽町朝日ホール
奈良先端科学技術大学院
大学

無料
http://www.naist.jp/e
vent/detail_j/topics/
1321/

東京都 千代田区 ④
第１２回ＮＩＭＳフォーラ
ム

最先端の研究トピックスを口頭発表で、技術移転が期待される
研究をポスター展示で発表します。新たなブレークスルーや将
来の実用化の芽となるような研究に出会える場の提供を目指
します。

10月25日 東京国際フォーラム
独立行政法人物質・材料研

究機構
無料

http://www.nims.go.j
p/

東京都 千代田区
①、②、

③
藝大アーツ イン
 東京丸の内

１階ではオペラや対談、学生・丸の内ワーカーによるピアノ演
奏等、３階では美術作品（立体作品）の展示、７階ホールでは
学生による音楽リサイタル等を行います。

10月30日～
11月4日

丸ビル（東京都千代田
区丸の内2-4-1）

１階マルキューブ、
３階回廊、
７階丸ビルホール

東京芸術大学

三菱地所株式会社
無料

東京芸術大学
社会連携センター
050-5525-2034

http://www.geidai.ac.j
p/

丸の内コールセン
ター

03-5218-5100

7月20日プレスリリー
ス

http://www.mec.co.jp
/

http://www.mec.co.jp
/j/news/pdf/mec120

720.pdf

行事の詳細について
は、10月上旬に東京
芸術大学のホーム

ページに掲載予定で
す。

東京都
千代田区

麹町
①,③,④

時間学アフタヌーンセミ
ナー

自然・人間・社会・文化等，多様な時間に関する「時間学」の研
究内容を専門講師が講演します。

10月28日 スクワール麹町 山口大学時間学研究所 無料

http://www.rits.yama
guchi-u.ac.jp/
山口大学学術研究部
研究推進課総括係
083-933-5011

東京都 中野区 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

中野キャンパスOPEN（2013年4月）記念講座
マンガのデザイン

11月11日
中野ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ ｺﾝｸﾞﾚ
ｽｸｴｱ

明治大学 無料
https://academy.meij
i.jp
03-3296-4423

東京都 西東京市 ①
「子ども樹木博士」認定
会

教職員が30種程度の樹木について解説を行い、名前の識別を
通じて森林に親しんでもらう自然体験プログラム。

11月上旬のいず
れか一日

東京大学大学院農学生
命科学研究科附属演習
林田無演習林

東京大学大学院農学生命
科学研究科附属演習林田
無演習林

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/tanashi/
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東京都 練馬区 ①②
インゴ・ゴリツキー
オーボエ公開セミナー

ドイツの著名なオーボエ奏者を本学に招聘して、オーボエの名
曲を通して演奏法、演奏技術、音楽表現についてのセミナーを
開催します。

10月17日
武蔵野音楽大学江古田
キャンパス
ベートーヴェンホール

武蔵野音楽大学
http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都 練馬区 ①②
武蔵野音楽大学音楽
学学科発表会「田園の
愉しみ」

音楽学専攻の学生が企画する演奏会。“田園”にかかわる古
今の音楽を様々な演奏形態でお届けします。

10月22日
武蔵野音楽大学江古田
キャンパスモーツァルト
ホール

武蔵野音楽大学 無料
http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都 練馬区 ②
武蔵野音楽大学江古
田ミューズフェスティバ
ル

武蔵野音楽大学（江古田キャンパス）の学園祭です。室内楽を
中心とした学生の演奏の他、招待演奏や各種発表が行われま
す。

10月27, 28日
武蔵野音楽大学江古田
キャンパス 武蔵野音楽大学 無料

http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都 練馬区 ①②
インゴ・ゴリツキー
オーボエリサイタル

ドイツの著名なオーボエ奏者と本学教員とのバロック、古典派
の音楽を中心とした演奏会です。

11月1日
武蔵野音楽大学江古田
キャンパス
ベートーヴェンホール

武蔵野音楽大学
http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都 練馬区 ② オペラコース試演会

学内オーディションにより選抜されたメンバーによるオペラコー
スの授業発表です。ヴェルディ：「ファルスタッフ」（抜粋）、プッ
チーニ：「ラ・ボエーム」（抜粋）、プッチーニ：「ジャンニ・スキッ
キ」（抜粋）

11月16日
武蔵野音楽大学江古田
キャンパスモーツァルト
ホール

武蔵野音楽大学 無料
http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都 練馬区 ②

尚美学園大学芸術情
報学部音楽表現学科
ピアノコース定期演奏
会

尚美学園大学芸術情報学部音楽表現学科ピアノコース優秀
者の演奏会

10月29日 成増アクトホール 尚美学園大学 無料
尚美学園大学
TEL:049-246-5251

東京都 八王子市 ② 第１７回聖母祭
日頃の学習の成果発表・展示、クラブ発表及び模擬店などが
行われます。

10月27, 28日 東京純心女子大学 東京純心女子大学学生会 無料
http://www.t-
junshin.ac.jp/univ/

東京都 八王子市 ②
オープンカレッジ
映画をつかった英語の
発音クリニック

英文法
映画のセリフを用いながら、英語の発音を練習する講座です。
はじめに発音記号を理解し、それが示す発音ができるようにな
るための練習をします。
次に映画の台本を読み、女優の発音をお手本にしながら、ネ
イティブスピーカーのような発音を目指して練習していきます。

10月13, 14日 東京純心女子大学 東京純心女子大学 無料
http://www.t-
junshin.ac.jp/univ/

東京都 八王子市 ②

オープンカレッジ
パイプオルガンレク
チャーコンサート「ヨー
ロッパ音楽から受けと
るもの」

パイプオルガン
20世紀前半のクラシック音楽は、交響曲やグランドオペラに象
徴されるように、重厚長大なものが主流でした。戦後のバロッ
クブームでは、小規模な編成による、精巧で緻密な音楽が展
開されました。それは重厚長大なものから、小型で高性能なも
のに、世の中全体の価値観が変化した事に対応しています。
その変化が意味するものを踏まえて、未来の方向を探求しま
す。

11月10, 17日 東京純心女子大学 東京純心女子大学 無料
http://www.t-
junshin.ac.jp/univ/
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東京都 八王子市 ③④
帝京大学・帝京大学短
期大学　秋の公開講座

帝京大学八王子キャンパスでは、一般市民向けの公開講座を
毎年開催します。参加費は無料です。

10月27日
11月10, 24日
12月1, 15日

帝京大学八王子キャン
パス

帝京大学
帝京大学短期大学

無料
http://www.teikyo-
u.ac.jp/

東京都 八王子市 ② 帝京Ｓキッズクラブ
帝京大学八王子キャンパス周辺の小学生向けに、理科教室
（Ｓcience)・体育教室（Ｓports)を開催します。

日程は調整中。日
程が決まり次第

ホームページで公
表

帝京大学八王子キャン
パス

帝京大学
帝京大学短期大学

無料
http://www.main.teik
yo-u.ac.jp/

東京都 八王子市 ①

共立女子大学・共立女
子短期大学　公開講座
（八王子キャンパス）

本学の3名の教員による講演とパネルディスカッションによる公
開講座
①1995年の地震と村上春樹
②漱石と『坂の上の雲』の時代～日露戦争と戦後の危機と〈文
学〉～
③日清・日露戦間期の文学～『不如帰』の悲劇～
☆パネルディスカッション「危機の時代に文学を問い直す」

10月27日
共立女子学園八王子
キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

無料
http://www.kyoritsu-
wu.ac.jp/extension/h
achioji/course02.html

事前予約制

東京都 八王子市 ①

共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー（八王子キャンパ
ス）

「美の概念」からみた日本の色彩（全2回） 11月4, 18日
共立女子学園八王子
キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 八王子市 ①

共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー（八王子キャンパ
ス）

『古事記』を片手に古代出雲へ（全3回）
11月18日, 12月2,

16日
共立女子学園八王子
キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 八王子市 ①

共立女子大学・共立女
子短期大学　共立アカ
デミー（八王子キャンパ
ス）

日本神話の古層を探る（全5回）
10月14, 28日, 11
月11, 25日, 12月9

日

共立女子学園八王子
キャンパス

共立女子大学・共立女子短
期大学

http://www.kyoritsu-
ac.jp/

事前予約制

東京都 八王子市 ①、④

特別公開企画展
・記念講演会
「東京の大自然と生命
科学研究」

大都市東京の抱える、海、島、山といった大自然。そこに生息
する多様な動植物について、生態学、行動学、神経科学、進
化学、系統分類学などの生命科学研究の成果を紹介します。

企画展
10月24日～11月6

日
講演会

10月27日

首都大学東京南大沢
キャンパス91年館

首都大学東京 無料
http://www.comp.tm
u.ac.jp/gakugei/index.
html

講演会
定員100名

東京都 日野市 ① 明星大学公開講座 シンポジウム「原子力発電の今後を考える」 11月4日 明星大学日野校 明星大学 無料
明星大学全学共通科
目運営事務室
042-591-6021
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東京都 日野市 ① 明星大学公開講座 講演「日本の国土自然を思う」 11月17日 明星大学日野校 明星大学 無料
明星大学全学共通科
目運営事務室
042-591-6021

東京都
日野市
青梅市

② 明星大学学園祭
教員・職員の協力のもとで学生が主体となり、講演会、研究発
表、模擬店、各種企画などを実施します。

10月31日～11月5
日

明星大学日野校・青梅
校

明星大学 無料
学生サポートセンター
042-591-5860

東京都 府中市 ①
健康スポーツ講座「テ
ニス・応用編：ダブルス
ゲームを楽しもう」

試合形式を中心に行い、ダブルスゲームを楽しみます。

10月20日～11月
10日

(毎週土曜日 全4
回 雨天順延あり)

東京農工大学小金井
キャンパス内 テニス
コート

国立大学法人東京農工大
学

http://www.tuat.ac.jp
/social/koukaikouza/
2012/index.html

東京都 府中市 ①
遺伝子工学実習講座
（2）タンパク質コース

組換えタンパク質発現・精製および免疫的検出法を中心に実
施する、初心者向けの講座です。

11月8, 9日
東京農工大学府中キャ
ンパス内 遺伝子実験施
設

国立大学法人東京農工大
学

http://www.tuat.ac.jp
/social/koukaikouza/
2012/index.html

東京都 府中市 ①
小動物臨床獣医師養
成講座：中級コース「眼
科」

獣医師の卒後プログラム　アドバンス　イン　農工大！」が実施
している獣医師のリカレント教育です。小動物臨床の知識・技
術を向上させ、市民生活に貢献しています。

12月2日 府中キャンパス
国立大学法人東京農工大
学

http://www.tuat.ac.jp
/^manabi/

東京都 府中市 ② 農工祭 東京農工大学府中キャンパスで開催される学園祭 11月9～11日 府中キャンパス
国立大学法人東京農工大
学

無料
http://www.tuat.ac.jp
/campuslife/festival/
index.html

東京都 府中市 ④ 科学技術展
東京農工大学農学部の研究成果を広く発信し、研究活動に対
する理解を深めていただくイベント。

11月9～11日 府中キャンパス
国立大学法人東京農工大
学

無料
www.tuat.ac.jp/~kagit
en/

東京都 府中市 ①
子供たちと動物た ちの
ふれあい授業

動物と直接ふれ合う事を通して、生命に ついて実感し、動物に
対する理解を深め る。

6月～11 月
東京農工大 学 府中
キャン パス

国立大学法
人東京農工
大学

無料

http://www.tuat.ac.jp
/social/koukaikouza/
2012/kids_fureai/inde
x.html

小学生(保育園、 幼
稚園、中学校 も可)

(注)学校単位等 の団
体(1団体 100名位ま
で)で の 受入れ

東京都 文京区 　　① 仏典講読講座
本学教授が『唯識三十頌』を解説しながら参加者と読み進めま
す（年７回シリーズのうちの６回目）。

10月31日
国際仏教学大学院大学
大講義室

国際仏教学大学院大学 無料
http://www.icabs.ac.j
p

東京都 文京区 　　③ 公開講座
本学教授が「東アジア世界と大乗『涅槃経』 一乗思想の課題」
をテーマに講演します。

11月10日
国際仏教学大学院大学
春日講堂

国際仏教学大学院大学 無料
http://www.icabs.ac.j
p

東京都 文京区 ①②
ニュー・ストリーム・コン
サート18～ヴィルトゥ
オーソ学科演奏会2～

例年行っている学外演奏会で、演奏家になるためのヴィルトゥ
オーソ学科の学生の代表がその演奏技術を披露します。

11月12日 トッパンホール 武蔵野音楽大学
http://www.musashin
o-music.ac.jp
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東京都 文京区 ➀ 市民講座
知れば知るほど不思議な漢方薬についての講演です。テーマ
「漢方で元気回復」

10月27日
日本薬科大学お茶の水
ｷｬﾝﾊﾟｽ

日本薬科大学 無料
日本薬科大学
03-5812-9011

講師：日本薬科
       大学教授

東京都 文京区 ➀ 市民講座
知れば知るほど不思議な漢方薬についての講演です。テーマ
「風邪には漢方が効く。」

11月21日
日本薬科大学お茶の水
ｷｬﾝﾊﾟｽ

日本薬科大学 無料
日本薬科大学
03-5812-9011

講師：日本薬科
       大学教授

東京都 文京区 ②
新時代の音楽ビジネス
フォーラム2012

ミュージックビジネス業界の現状と将来の展望について、第一
線で活躍する方々に語って頂くフォーラム
司会：富澤一誠（音楽評論家・本学講師）

11月3日
尚美ミュージックカレッジ
専門学校　バリオホール

尚美ミュージックカレッジ専
門学校

無料
http://www.shobi.ac.j
p/

東京都 文京区 ① 公開講座
　本学の教育・研究活動の成果を広く地域社会に還元し、社会
人の教養を高め、文化の向上に資するために本学の教授によ
る講演会が開催されます。

11月10日
国際仏教学大学院大学
春日講堂

国際仏教学大学院大学 無料
http://www.icabs.ac.j
p/general/koukai_kou
za.htm

東京都 文京区 ② 企画展示 理学部開設20周年記念展
9月21日～12月22

日
日本女子大学成瀬記念
館

日本女子大学成瀬記念館 無料
http://www.jwu.ac.jp/
grp/naruse_memorial

東京都 文京区 ①②
第5回「日本女子大学
家政学部賞」授賞式・
受賞記念講演会

本学家政学部で設けている「家政学部賞」の受賞者5名（団体
を含む）による講演会を開催いたします。

11月8日
日本女子大学成瀬記念
講堂

日本女子大学家政学部 無料
http://www.jwu.ac.jp/
unv/home_economics
.html

東京都 文京区 ① 映画の宗教学
映画論と宗教論とのクロスオーバーを、何本かの作品（一部）
を鑑賞・説明しながら共有する。

11月8, 29日, 12月
6日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ①
建築でたどるイタリア
の歴史２

中世後期のイタリア中部を舞台に、地中海交易とロマネスク建
築の発展から、西欧を覆った国際様式としてのゴシック建築の
広がり、そして15世紀のフィレンツェに突如花開くルネサンス建
築と都市文化までを辿る。

11月2, 16, 30日
日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ① イギリスを知る
詩、小説、エッセイ、映画、テレビ番組、マンガなど、具体的な
作品にできるだけ多く触れながら、イギリス人のユーモアの特
徴について触れる。

11月5, 19日, 12月
3日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ① ゲーテに親しむ
「詩人と生きた女性の記録」妻クリスティアーネの目をとおして
人間ゲーテに迫りながら、愛に満ちた人生を映しだす作品、と
くに象徴的な詩編を取り上げて、その「詩と真実」を探る。

10月6, 13, 27
日,11月10, 17日,

12月1日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html
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東京都 文京区 ①
南都東大寺の魅力を
探る

聖武天皇の発願による大仏・大仏殿の造営から、平安時代の
東大寺をとりまく環境の大きな変化、鎌倉時代前期の東大寺
再建、教学復興と新たな教学の発展、これらの足跡をたどりな
がら、東大寺がもつ多彩な魅力を、歴史と教学、そして今日に
伝えられる文化財のなかに探る。

10月6, 20日, 11月
10, 17日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ① 戦国武将の旗
合戦場の旗について、絵画や軍記物・古文書などから具体的
に取り上げ、戦国時代の武将たちが発したメッセージをよみと
る。

11月14, 28日
日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ① 日本の神祭り探訪２
有名無名を問わず、各地にある個性的お祭りを、映像と写真、
資料によって解説する。

10月4, 18日,
11月1, 22日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ① 能楽水先案内
「能を知る・見る・感じる」をテーマに、様々な魅力を持つ能の
世界に案内する。

11月14, 21, 28日
日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ①
東京語のこれまでとこ
れから

「東京語」について、歴史と地域の観点から、成り立ちから現代
までの変遷をたどり、最近の気になる現象から導かれる近い
将来の姿を予想する。

11月13, 27日
日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ② 圧力差で遊ぼう
お椀やビン詰めジャムの蓋がなかなかとれないことの理由を
考えるとともに、簡単な実験を通して、圧力差の威力を体験す
る。

10月27日
日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター 無料
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

小学生および保護者
対象

東京都 文京区 ④

日本女子大学バイオイ
メージングセンター第4
回公開シンポジウム
「新しい顕微鏡技術が
見せる精巧な生き物の
世界」

顕微鏡を使った観察では、細胞の様々な姿や活動、分子の動
きまで見ることができる。本シンポジウムでは新しい顕微鏡技
術について紹介するとともに、それを通して見えてくる精巧な
生き物の世界を紹介する。

10月27日
日本女子大学目白キャ
ンパス

日本女子大学電子顕微鏡
施設内バイオイメージング
センター

無料
バイオイメージングセ
ンター03-5981-3688

当日来場（事前申込
なし）

東京都 文京区 ①
エネルギーと放射能問
題を考える

発電のエネルギーを原子力に依存する現状の見直しと、放射
能被爆による放射能障害に対する不安の問題を考える。

10月13日,
11月17日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター 無料
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ① チェアトレBASIC
日常生活の中ですぐ応用できるストレッチや基礎動作のほか、
テンポ良く音楽に乗って体を動かすプログラムを椅子に座って
行う。

11月1日
日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ① 秋のチェアトレ
ピラティスの理論から導き出された、体に負担がかかりにくく見
た目にも美しい基本姿勢を学んだら、上半身の動きを中心とし
たチェアバレエの基本動作に挑戦する。

11月8, 15日
日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html
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東京都 文京区 ①
英会話はじめの一歩
（入門）

英会話初心者対象。日常の場面（挨拶、自己紹介、家族の事
など）を題材にして、実際に会話で使えるシンプルで短い表現
を身につける。

10月15, 22, 29日,
11月5, 12, 19, 26

日,
12月3日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ①
フランス語旅行会話入
門

フランス旅行の際に出会う場面（空港、ホテル、レストラン、
ショッピング等）を題材にして、旅先ですぐに使える会話表現を
学習する。

10月17, 24, 31日,
11月7, 14, 21, 28

日,
12月5日

日本女子大学目白キャ
ンパス

生涯学習センター
http://lcc.jwu.ac.jp/m
ejiro.html

東京都 文京区 ①

「エクステンション講座
A」
恋‐愛の日本文学
-現代への架橋-

日本の豊かな恋-愛文学の様相を、上代から近現代の今日に
架橋しようという試みです。

10月11日～11月
22日　　　（全6回）

東洋大学
白山キャンパス

東洋大学生涯学習センター
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は
10月1日

東京都 文京区 ①

「エクステンション講座
A」
書道実技講座　名筆に
学ぶ-行書作品『枯樹
賦』（こじゅのふ）-

初唐の三大家の一人褚遂良が書き残した『枯樹賦』の原本と、
明時代の作家「董其昌」が臨書した作品を比較しながら書道の
向上を目指します。

10月12日～11月
16日　　　（全5回）

東洋大学
白山キャンパス

東洋大学生涯学習センター
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は
10月2日

東京都 文京区 ①

「エクステンション講座
A」
『源氏物語』全巻を読
む            －「若菜上」
巻後半部

原文の持つ味わいを丁寧に掬い取りつつ、源氏物語世界に肉
薄したいと思います。

10月15日～12月
10日　　　（全8回）

東洋大学
白山キャンパス

東洋大学生涯学習センター
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は
10月5日

東京都 文京区 ①

「エクステンション講座
B」
社会貢献学への誘い
－個々の人生と社会を
さらに豊かにするため
に－

多様な主体による社会貢献の概念的整理、民間企業・自治
体・市民活動における社会貢献活動の現状を考察し、その社
会学的意義について考察を加えます。

10月10～31日
（全4回）

東洋大学
白山キャンパス

東洋大学生涯学習センター
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は
10月1日

東京都 文京区 ①
「エクステンション講座
B」
生命倫理学と老いの諸

『生命倫理事典』編纂作業を通じて得た知識と各々の生命倫
理学領域における専門分野から、日本人の死生観を死生学の
見地から、紹介します。

10月13日～11月
17日　　　（全5回）

東洋大学
白山キャンパス

東洋大学生涯学習センター
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は
10月3日

東京都 文京区 ①

「エクステンション講座
B」
世界の中のドイツ、日
本の中のドイツ-経済・
文化の視点から-

日独関係を経済、文化という側面から様々に取り上げる比較
シリーズの第6弾。世界の中のドイツ、日本の中のドイツを経
済、文化という視点で考えようとするとき、示唆に富んだヒント
がえられます。

11月10日～12月1
日　　　（全4回）

東洋大学
白山キャンパス

東洋大学生涯学習センター
http://www.toyo.ac.jp
/manabi/koza/

申込締切は
10月31日
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東京都 文京区 ②、③
グリム童話200年のあ
ゆみ

グリム童話が刊行され200周年目にあたり、これに係る講演
会・シンポジウムを開催する。

10月20日
東洋大学　白山校舎
井上円了ホール

東洋大学 無料
http://www.toyo.ac.jp
/

読売新聞紙上で募集
し、抽選で招待。東洋
大学Webページ参
照。

東京都 文京区 ②、③
ウイリアム・Ｂ・イェイツ
展

ウイリアム・Ｂ・イェイツに関する展示
10月15日～11月

30日
東洋大学　　白山校舎
図書館Ｂ１展示場

東洋大学 無料
http://www.toyo.ac.jp
/

東京都 文京区 ②、③
日本文化とウイリアム・
Ｂ・イェイツ

ドナルド・キーン博士講演およびウイリアム・Ｂ・イェイツと井上
円了の世界と題したシンポジウムの開催。

11月10日
東洋大学　白山校舎
井上円了ホール

東洋大学 無料
http://www.toyo.ac.jp
/

読売新聞紙上で募集
し、抽選で招待。東洋
大学Webページ参
照。

東京都 文京区 ②、③ 能楽鑑賞会「鷹姫」 ウイリアム・Ｂ・イェイツ原作、鷹姫の銕仙会による公演。 11月17日
東洋大学　白山校舎
井上円了ホール

東洋大学 無料
http://www.toyo.ac.jp
/

読売新聞紙上で募集
し、抽選で招待。東洋
大学Webページ参
照。

東京都 文京区 ①、③
井上円了記念博物館

特別展

「博士の愛したもの─東洋大学創立者・井上円了の世界─」
　東洋大学125年の歴史の礎を築いた井上円了とは、果たして
どのような人物であったのか。「学」、「旅」、「詩」、「物」の４つ
のキーワードを切り口に、その人となりについて紹介します。

10月15日～12月
15日

東洋大学　　　　　白山
校舎　　　　　井上円了
記念博物館

東洋大学 無料
http://www.toyo.ac.jp
/museum/

東京都 文京区
①，③，

④
2012年度秋期東洋学
講座

「東洋文庫と本の世界Ⅱ」をテーマとして、全3回の講演会を実
施します。普段、一般聴講者が触れる機会のない東洋文庫の
貴重蔵書を中心に紹介しつつ、アジア各地の文書形態や書誌
についてわかりやすい講演を行います。

11月5, 12, 19日
（予定）

東洋文庫講演室 (財)東洋文庫 無料
http://www.toyo-
bunko.or.jp/

東京都 文京区 ③
特別展示「東大古生物
学－130年の軌跡」展

東京大学における古生物学の研究の歴史（初代教授のナウマ
ンから現在まで130年以上継続）を標本と文献を通じて紹介し
ます。

10月6日～12月9
日

東京大学総合研究博物
館

東京大学総合研究博物館 無料
http://www.um.u-
tokyo.ac.jp/

東京都 文京区 ③
常設展示「キュラトリア
ル・グラフィティ～学術
標本の表現」展

我が国の先史考古学の曙期をまさに担った資料郡や当館が
誇る古人骨コレクションの最近の5～10年にわたるキュラトリア
ル・ワークの成果を展示しています。

平成21年7月～
東京大学総合研究博物
館

東京大学総合研究博物館 無料
http://www.um.u-
tokyo.ac.jp/

東京都 文京区 ①
第116回東京大学公開
講座

第116回の東京大学公開講座は、「ネットワーク」をテーマとし、
サブテーマとして、「社会とネットワーク」「文化とネットワーク
」「自然とネットワーク」を設定し、開催する。
（注：全３回のうち、２回はそれぞれ９月２９日、１０月６日に実
施。）

11月3日
安田講堂（東京大学本
郷キャンパス）

東京大学
http://www.u-
tokyo.ac.jp/gen03/d0
4_01_01_j.html
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東京都 文京区 ①
第４３回東京大学農学
部公開セミナー

一般の方を対象とし、日頃の教育・研究活動の成果を広く周知
する。

11月10日
東京大学弥生講堂・一
条ホール

東京大学農学生命科学研
究科・農学部

無料
http://www.a.u-
tokyo.ac.jp/seminar/

東京都 文京区 ①

東京大学生物生産工
学研究センターシンポ
ジウム「植物機能のバ
イオテクノロジー」

当センターの行っている環境・食糧問題解決のための植物バ
イオテクノロジー研究及びその関連分野における最近のトピッ
クスを紹介するとともに、将来の研究の方向性について討論す
る。

11月5日
東京大学弥生講堂・一
条ホール

東京大学生物生産工学研
究センター

http://park.itc.u-
tokyo.ac.jp/biotec-
res-ctr/

東京都 文京区 ①、④
第22回東京大学理学
部公開講演会

半年に一度、春と秋に開催され、理学部内外の研究者が2時
間程度講演します。

11月4日
東京大学本郷キャンパ

ス安田講堂
東京大学大学院理学系研

究科・理学部
無料

http://www.s.u-
tokyo.ac.jp/ja/event/
public-lecture.html

事前申込不要

東京都 文京区 ④
ウォルター・H・ムンク教
授特別講演「海とち
きゅうのフロンティア」

海洋科学の権威であるムンク教授を招聘し，海とちきゅうのフ
ロンティアを学ぶ機会を提供します．

11月7日 東京大学小柴ホール
マントル掘削プロジェクト推
進グループ

無料 www.jp.mohole.org

東京都 文京区 ①
東京医科歯科大学　公
開講座

「健康を考える」

医科領域3回、歯科領域3回の計6回について、それぞれ講義
を行います。

10月3日～11月7
日　毎週水曜日

18:00～　（全6回）

東京医科歯科大学　歯
科棟南4階　特別講堂

国立大学法人東京医科歯
科大学

http://www.tmd.ac.jp
/outline/open-
lecture/daigaku/

東京都 文京区 ①

東京医科歯科大学　大
学院保健衛生学研究
科生体検査科学専攻
体験型公開講座

「健康で長生きするための健康チェック」

健康食品及びリウマチに関する講義の後、実際に生活習慣病
のチェックを行います。

10月27, 28日　い
ずれも10:00～

東京医科歯科大学　3号
館

国立大学法人東京医科歯
科大学

http://www.tmd.ac.jp
/outline/open-
lecture/kensa/

東京都 文京区 ③
歴史資料館平成24年
度企画展示「東京と奈
良　東西の女高師」

東京女子高等師範学校と奈良女子高等師範学校の交流の歴
史を主に写真パネルを展示して紹介します。

10月9～19日
お茶の水女子大学歴史
資料館（大学本館１Ｆ）

お茶の水女子大学歴史資
料館

無料
http://archives.cf.oc
ha.ac.jp/index.html

10月20日以降も事前
申し込みにて観覧可
（土日祝日等を除く）

東京都 町田市 ④
2012 年国際シンポジ
ウム — Japan
Tsunami(仮称)

英語による国際会議を開催することによって、学者のみなら
ず、多くの人々が今回の大震災の謎を解き、自然災害につい
て考え、そして知識を高める機会を提供

10月18, 19日
桜美林大学町田キャン
パス荊冠堂

桜美林大学国際学研究所 無料
http://www8.obirin.ac
.jp/kokusai/

東京都 町田市 ③ 吹奏楽団コンサート 音楽公演 11月3日
桜美林大学町田サレン
バーガー館

桜美林大学吹奏楽団 無料

東京都 町田市 ③ クワイヤーコンサート 音楽公演 11月4日
桜美林大学町田キャン
パス以徳館

桜美林大学クワイヤー 無料
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東京都 町田市 ③
オラトリオプロジェクト
2011コンサート

音楽公演 11月10日
桜美林大学町田キャン
パス荊冠堂チャペル

桜美林大学 無料
http://www8.obirin.ac
.jp/ri/cmusic/

東京都 町田市 ③
企画展「石に描かれた
鳥たち －ジョン･グー
ルドの鳥類図譜」展

イギリス人ジョン･グールドが19世紀に製作した鳥類図譜全40
巻とその関連資料を展示します。

11月5日～1月27
日

玉川大学
教育博物館
第1展示室

玉川大学
教育博物館

無料
http://www.tamagaw
a.jp/research/museu
m/info.html

東京都 町田市 ③ 製本講座
製本作りを通して、本が作られている過程や、本作りの楽しさ
を知っていただきます。

10月13, 18日 和光大学図書館会議室
和光大学附属梅根記念図
書・情報館

無料
http://www.wako.ac.j
p/librarｙ

内容は10/13「胡蝶
綴」、10/18「交差式
ルリユール」です。

東京都 町田市 ①
和光大学連続市民講
座「四つのエコロジー」

本講座は、大学の知的財産を開放し、市民の皆様と共に学ぶ
形式であり、10年以上前から開催している講座です。今年度は
「四つのエコロジー」と題して、全4回の講座を開催します。

10月12, 19, 27日,
11月2日

和光大学
Ｊ401教室、Ｅ101教室

和光大学

http://www.wako.ac.j
p/what_new/2012/20
12-0820-1110-
60.html

東京都 三鷹市 ③
特別展「幕末から明治
の諷刺画」

所蔵品や寄託資料から、幕末明治の政治や世相を諷刺した錦
絵を展示し、絵に込められた数々の諷刺を読み解く。

9月4日
〜11 月16 日

国際基督教大学博物館
湯浅八郎記念館

学校法人国際基督教大学 無料
http://subsite.icu.ac.j
p/yuasa_museum

東京都 三鷹市 ③
桐朋学園病院内コン
サート

桐朋学園音楽学部の学生による大学病院内でのボランティア
コンサートです（年4回開催、今回で54回目）。

10月13日
杏林大病院外来棟１階
待合ホール

学校法人杏林学園と桐朋学
園の共催

無料
杏林学園広報・企画
調査室　　　0422-44-
0611

東京都 三鷹市 ① 杏林大学公開講演会
「心臓病の話」と題して杏林大医学部教授が公開講演会を行
います。

10月20日 杏林大大学院講堂 学校法人杏林学園 無料
杏林学園広報・企画
調査室　　　0422-44-
0611

東京都 三鷹市 ① 杏林大学公開講演会
「薬疹をみのがさないために」と題して杏林大医学部教授が公
開講演会を行います。

11月12日 杏林大大学院講堂 学校法人杏林学園 無料
杏林学園広報・企画
調査室　　　0422-44-
0611

東京都 三鷹市 ①
杏林医学会市民公開
シンポジウム

「子供の健康」と題して杏林大医学部教授による講演を行いま
す。

11月17日 杏林大学医学部講義棟 学校法人杏林学園 無料
杏林学園広報・企画
調査室　　　0422-44-
0611

東京都 三鷹市 ③
杏林大学医学部管弦
楽団第27回定期演奏
会

医学部学生管弦楽団の公開定期演奏会として毎年実施してい
るものです。

11月18日
三鷹市芸術文化セン
ター

学校法人杏林学園 無料

杏林大学医学部事務
部事務課学生係
0422-47-5511（内線
3612）
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東京都 港区 ③
明治学院チャペルコン
サートシリーズ2012

港区文化財に指定されたチャペルにおいて、バッハの曲を中
心にパイプオルガンの演奏会を開催します。

（第1回）
10月15日

・
（第2回）
11月10日

白金校地
チャペル
（礼拝堂）

学校法人
明治学院

http://www.meijigaku
in.jp/concert/

東京都 港区 ③
文化財ウィーク：

歴史的建造物一般公
開

国の重要文化財であるインブリー館を港区の文化財である
チャペル（礼拝堂）、記念館と併せて一般公開します。

11月1～3日 白金校地
学校法人
明治学院

無料
http://www.meijigaku
in.jp/

東京都 港区 3
「ムサビのデザイン 武
蔵野美術大学のデザイ
ンコレクションと教育」

武蔵野美術大学 美術館•図書館が開館以来収集し、４万点の
規模を誇るデザインコレクションから精選した120点を通して、
1950年代から1970年代のデザイン史を通覧する。

10月5日〜11月4
日

東京ミッドタウン・デザイ
ンハブ

武蔵野美術大学 無料
http://www.designhu
b.jp/

東京都 港区 ①
地域医療者向け公開
講座「呼吸音ｾﾐﾅｰ」

訪問看護施設等の看護師および看護師系の職員を対象とした
公開講座
呼吸器系の基礎知識に関する講義と、ｼﾐｭﾚｰﾀーを用いた呼
吸音聴取の実習

11月10日
東京慈恵会医科大学西
新橋校　ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育
施設ｾﾐﾅｰ室

東京慈恵会医科大学
http://www.jikei.ac.jp
/seminar/seminar_ind
ex.html

東京都 港区 ①
「卒煙教室」-喫煙が全
身に及ぼす影響とタバ
コからの卒業-

喫煙者本人および家族向けに、喫煙、受動喫煙の有害性を正
しく理解して戴くための公開講座

11月7日
東京慈恵会医科大学附
属病院　中央棟8階会議
室

東京慈恵会医科大学附属
病院

無料
http://www.jikei.ac.jp
/seminar/seminar_ind
ex.html

東京都 港区 ①
2012年度　港区民大学
「アメリカ大統領とは誰
か?」

アメリカ大統領を様々な面（文化、政治、歴史など）から紹介す
る講座です。

10月6, 27日
慶應義塾大学三田キャ
ンパス

慶應義塾大学、公益財団法
人港区スポーツふれあい文
化健康財団

慶應
義塾
関係
者は
無
料。

http://www.keio.ac.jp
/ja/event/201210/kr
7a4300000ass0d.html

東京都 港区 ①,④
SFC Open Research
Forum 2012（ORF）

大学の研究成果を広く社会に還元し、産官学協力関係の円滑
化とその強化を図ることを目的とした研究成果発表イベント。
展示やデモンストレーション、シンポジウムを実施しています。

11月22, 23日 東京ミッドタウン 慶應義塾大学 ＳＦＣ研究所 無料
http://orf.sfc.keio.ac.j
p/

東京都 港区 ①、③

慶應義塾大学言語文
化研究所創立50周年
記念公開講座、講演
会、シンポジウム

言語文化研究所創立50周年を記念し、10月6日に当研究所の
全教員による公開講座を行い、13日には記念講演会と「研究
所の50年を振り返る」というテーマでシンポジウムを行います。
※プログラム等詳細はHPを参照ください。

10月6, 13日

慶應義塾大学三田キャ
ンパス
10月6日東館8階ホー
ル、10月13日北館ホー
ル

慶應義塾大学言語文化研
究所

無料
http://www.icl.keio.a
c.jp/
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東京都 港区 ①,④
【公開講座】はじめてみ
ようTwitter×Facebook
～SNS入門～

SNSを始めたばかりの方、始めたい方に向けて、SNSの概要、
登録の仕方、活用の仕方や楽しみ方などを紹介します。

10月16～23日
芝浦工業大学芝浦キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 港区 ①
【公開講座】オフィス英
会話力アップ講座

基礎的な英語を効果的に使うことで、基本的なビジネス・コミュ
ニケーション・スキルが身につく講座です。

10月25日～12月6
日

芝浦工業大学芝浦キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 港区 ①

【公開講座】パーソナル
カラー講座
～発見！自分に似合う
色～

色彩の基礎を学んでから、パーソナルカラーの自己チェックの
仕方やスタイリングのコツやポイントを身につけることが出来ま
す。

11月7日～
12月5日

芝浦工業大学芝浦キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 港区 ②,④
【公開講座】ブースタ式
キャパシタEV模型を
作って競走しよう！

電池，スイッチ，コンデンサ，モータをハンダ付けしてEV模型を
製作し、電気自動車の原理を理解します。

11月17日
芝浦工業大学芝浦キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 港区 ①,②,④
【公開講座】親子で作ろ
うロボットセミナー in 芝

浦

小学1～3年生の子どもとその保護者で、芝浦工大オリジナル4
足歩行ロボット「タスカ―」の製作と競技会、デザインコンテスト
を実施します。

11月18～25日
芝浦工業大学芝浦キャ
ンパス

芝浦工業大学生涯学習セン
ター

http://www.shibaura-
it.ac.jp/extension_pro
grams/

東京都 港区 ③
展覧会
「田中一光とデザイン
の前後左右」

日本を代表するグラフィックデザイナー 田中一光の創造の軌
跡を、貴重な作品と資料で辿る展覧会です。

9月21日～2013年
1月20日

21_21 DESIGN SIGHT
21_21 DESIGN SIGHT、公益
財団法人 三宅一生デザイ
ン文化財団

www.2121designsight.
jp

東京都 港区 ③

「田中一光とデザイン
の前後左右」展　関連
プログラム　「活版印
刷」のワークショップ

オールライト工房の高田唯によるワークショップ。活版印刷の
技術を用いてカードをつくります。子どもから大人までお楽しみ
頂けます。

11月10日 21_21 DESIGN SIGHT
21_21 DESIGN SIGHT、公益
財団法人 三宅一生デザイ
ン文化財団

www.2121designsight.
jp

東京都 港区 ③
AACA　第一回　国際
コンペティション

風景のRe‐Dsign・Re‐Make・Re-Struｃture　　－わくわくする風
景を創る－

10月18日～11月4
日

建築会館　　　ギャラ
リー

社団法人　　日本建築　美
術工芸　　協会

無料
http://www.aacajo.co
m

０３－３４５７　　　　－
７９９８

東京都 港区 ③ 都会の植物観察会
都会の真ん中六本木周辺で身近に見られる草花や街路樹の
様子などを観察します。

11月14日 六本木 社団法人日本植物友の会
http://www.shokubut
utomonokai.or.jp
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東京都 港区 ③　④
海と船の企画展「海洋
学者　宇田道隆」（仮
題）

著名な海洋学者であり歌人の一面も持つ宇田道隆を記録、手
稿、手紙等により紹介する展示。

平成24年10月17
日（水）～12月21

日（金）

東京海洋大学附属図書
館（品川キャンパス）

東京海洋大学附属図書館 無料
http://lib.s.kaiyodai.a
c.jp/

東京都 港区 ①
水産資料館
学生による特別解説

東京海洋大学海鷹祭の実施期間中、水産資料館の展示物に
ついて、学芸員資格取得を目指す学生による特別解説を行い
ます。

平成24年11月2日
（金）～4日（日）

東京海洋大学海洋科学
部附属水産資料館（品
川キャンパス）

東京海洋大学海洋科学部
附属水産資料館

無料
東京海洋大学海洋科
学部附属水産資料館
03-5463-0430

東京都 港区 ①
水産資料館企画展
練習船－知られざる海
洋観測の担い手

東京海洋大学の練習船「海鷹丸」・「神鷹丸」等で行われてい
る海洋観測について紹介する企画展を行います。

平成24年11月
東京海洋大学海洋科学
部附属水産資料館（品
川キャンパス）

東京海洋大学海洋科学部
附属水産資料館

無料
東京海洋大学海洋科
学部附属水産資料館
03-5463-0430

東京都 港区 ③　④
海と船の企画展「海洋
学者　宇田道隆」（仮
題）

著名な海洋学者であり歌人の一面も持つ宇田道隆を記録、手
稿、手紙等により紹介する展示。

10月17日（水）～
12月21日（金）

東京海洋大学附属図書
館（品川キャンパス）

東京海洋大学附属図書館 無料
http://lib.s.kaiyodai.a
c.jp/

東京都 港区 ①
水産資料館
学生による特別解説

東京海洋大学海鷹祭の実施期間中、水産資料館の展示物に
ついて、学芸員資格取得を目指す学生による特別解説を行い
ます。

11月2（金）～4日
（日）

東京海洋大学海洋科学
部附属水産資料館（品
川キャンパス）

東京海洋大学海洋科学部
附属水産資料館

無料
東京海洋大学海洋科
学部附属水産資料館
03-5463-0430

東京都 港区 ①
水産資料館企画展
練習船－知られざる海
洋観測の担い手

東京海洋大学の練習船「海鷹丸」・「神鷹丸」等で行われてい
る海洋観測について紹介する企画展を行います。

11月
(詳細な日程は未

定)

東京海洋大学海洋科学
部附属水産資料館（品
川キャンパス）

東京海洋大学海洋科学部
附属水産資料館

無料
東京海洋大学海洋科
学部附属水産資料館
03-5463-0430

東京都 港区 ④
平成２４年度東京オフィ
スセミナー「熊本発の
創薬研究」

熊本大学が積極的に取り組んでいる新しい医薬品を開発する
研究について一般の方々に講演会を行います。 11月17日

東京工業大学キャンパ
スイノベーションセンター
1F国際会議場

熊本大学 無料

マーケティング推進
部地域連携

ユニット
TEL：096-342-3144
FAX：096-342-3239

E-mai：chiiki-
renkei@jimu.kumamot

o-u.ac.jp

定員100名程度
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東京都 港区赤坂 ①,③,④

公開シンポジウム　「美
しい生き方を考える」シ
リーズ第1回

未来につなぐライフスタ
イル　～芸術とネイ
チャー・テクノロジーの
視点から～

「文」「理」の両視点を通してこれからの日本人の生き方を考え
てゆきます。芸術の果たす力や自然に学ぶ環境にやさしいテ
クノロジーなどの角度からそれぞれの専門家に講演していた
だき、後半は会場の皆様のご質問も交えてパネルトークも行い
ます。

11月17日
東京ミッドタウン・ホール
Ｂ

公益財団法人花王芸術・科
学財団

無料
http://www.kao-
foundation.or.jp/

注1：ＷＥＢ案内は9月
18日以降掲載予定

注2：事前に要申込＜
問合せ：03-6278-
8757＞
（但し9月18日以降、
月～金　10：00～16：
00）

東京都 港区 ③
第44回日展（日本美術
展覧会）

日展は、日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書の5部門から成る
総合美術展覧会です。明治40年文展を出発点とし、100年を超
える歴史と伝統を誇ります。戦後、日展という名称となり、昭和
44年に改組をしてから今回が44回目の展覧会となります。会
期中には講演会や親子鑑賞教室等、各種イベントを開催予定
です。

11月2日～12月9
日（毎週火曜日休

館）
国立新美術館 公益社団法人 日展

http://www.nitten.or.j
p/

11月12日（月）は「日
展の日」。入場無料と
なります

東京都 武蔵野市 ①

連続講演会「統合と分
裂の力学から見るアメ
リカ――過去・現在・未
来」

全５回実施する連続講演回の第３回です。なお、内容は各回
ごとに完結し、希望する回のみの参加も可能です。

10月25日 成蹊大学 成蹊大学 無料

http://www.seikei.ac.j
p/university/caps/ja
panese/06event_infor
mation/index.html

東京都 武蔵野市 ①
公開講座「いま、こころ
を考えよう」

全４回実施する公開講座の第１回です。なお、内容は各回ごと
に完結し、希望する回のみの参加も可能です。

11月17日 成蹊大学 成蹊大学 無料

http://www.seikei.ac.j
p/university/kouza/k
oukaikouza/kouza.ht
m

東京都 武蔵野市 ③ 欅際 大学の学園祭です。 11月24, 25日 成蹊大学 成蹊大学 無料
http://www.seikei.ac.j
p/university/gakuse/
index.html

東京都 武蔵野市 ② オープンキャンパス 大学ガイダンス、キャンパス見学ツアー等を実施します。 11月25日 成蹊大学 成蹊大学 無料
http://www.seikei.ac.j
p/s-net/

東京都 渋谷区 ①
体験の風をおこそう推
進月間

子どもたちの体験の機会や場の拡充など、体験活動の推進に
ついて社会的機運の醸成を図る「体験の風をおこそう」運動の
強化月間です。

10月1日
～

10月31日
各施設

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

無料
http://www.niye.go.jp/s
ervices/taikennokaze/i
ndex.html

東京都 渋谷区 ①
体験の風をおこそう
フォーラム

秋山豊寛氏（京都造形芸術大学、宇宙飛行士）が「感性を豊か
にする実践」と題して、青少年期における体験の重要性につい
て講演します。

10月27日
国立オリンピック記念青
少年総合センター

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

無料
http://www.niye.go.jp/s
ervices/taikennokaze/i
ndex.html

東京都 渋谷区 ①
第3回 あつまれ！秋の
キッズフェスタ

子どもや家族を対象に、自然体験や生活体験など様々な活動
の中で「競技性のある体験活動」を実施します。

10月27日
国立オリンピック記念青
少年総合センター

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

無料
http://www.niye.go.jp/s
ervices/plan/honbujigy
o.html
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東京都 渋谷区 ① 絵本読み聞かせ会
親子を対象に、毎月幼児向け絵本の読み聞かせ会を実施して
います。

10月27日
国立オリンピック記念青
少年総合センターキッズ
ルーム

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

無料 http://nyc.niye.go.jp/

東京都 千代田区 ①
読書を通した子育て支
援交流事業

子育て中の親子を対象に、都内で交流会を実施します。 10月28日 一橋講堂
独立行政法人国立青少年
教育振興機構

無料
http://www.niye.go.jp/s
ervices/plan/honbujigy
o.html

東京都 渋谷区 ③ 少年の主張全国大会

中学生が日常生活の中での思いや考えを自分自身の言葉で
まとめ、それを発表する機会を提供することで、当人たちの意
識啓発、また大人たちに中学生への理解・関心を深めてもらう
ことを目的とします。

11月11日
国立オリンピック記念青
少年総合センター

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

無料
http://www.niye.go.jp/s
ervices/plan/honbujigy
o.html

東京都 ①
新宿ー青梅43ｋｍかち
歩き大会

長距離を原則的に「飲まない、食べない」で歩くことを通じて、
飢え・渇き、疲労を体験しながら、青少年を中心とした現代人
に、「生きる力」を養う自己鍛錬の場を提供することを目的とし
て開催しています。

11月11日

新宿中央公園（出発）～
青梅街道～新青梅街道
～青梅市総合体育館
（ゴール）

公益社団法人青少年交友
協会

03-5391-1901

東京都 目黒区 ①

医学公開講座「パーキ
ンソン病の早期診断と
初期から中期の診療に
ついて」

パーキンソン病について、一般の方々に向けて神経内科の医
師が講演を行います。

10月27日

東邦大学医療センター
大橋病院
病院前教育棟１階　臨
床講堂

東邦大学医療センター大橋
病院

無料

http://www.ohashi.m
ed.toho-
u.ac.jp/kokai_koza/ko
za2012/kokai2012.ht
ml

東京都 目黒区 ①
医学公開講座「肝"腎"
かなめ－腎臓病に気を
つけよう！－」

腎臓病について、一般の方々に向けて腎臓内科の医師が講
演を行います。

11月24日

東邦大学医療センター
大橋病院
病院前教育棟１階　臨
床講堂

東邦大学医療センター大橋
病院

無料

http://www.ohashi.m
ed.toho-
u.ac.jp/kokai_koza/ko
za2012/kokai2012.ht
ml

東京都 目黒区 ②

2012国際シンポジウム
（グローバル化時代に
大学入学者選抜の未
来を考える）

海外から２名（ジャック・スコットカリフォルニア州コミュニティカ
レッジ・システム総長ほか），国内から３名（鈴木寛元文部科学
副大臣ほか）の有識者を招き，今後の高大接続・大学入学者
選抜の在り方に係る調査研究に資するため、日本の２１世紀
高等教育マスタープランの策定について考える。

11月18日 有楽町朝日ホール
独立行政法人大学入試セン
ター

無料 03-5478-1297

東京都 目黒区 ③ ノルウェーウィーク ノルウェーに関する紹介、講演、展示などを行います 11月19～23日
東京工業大学
大岡山キャンパス
西９号館

東京工業大学 無料
http://www.dst.titech
.ac.jp/index.html　に
掲載予定
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東京都 目黒区 ③．④
「東工大で益子焼　～
知る・ふれる・つかう
～」展

“益子を東工大にもってくる”。気鋭の作家15人による陶器を展
示・販売、益子と益子焼を体感していただきます。

10月18～28日
東京工業大学博物館・
百年記念館1階展示室

東京工業大学博物館 無料
http://www.cent.titec

h.ac.jp/index.html

講演会、シンポジウ
ム、陶器づくり体験等

あり
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