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関連行事

東京都 268

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

東京都ほか
東京都教育の日ほかイベント
多数。ホームページにアクセ
ス！

東京都ほか 東京都 各所 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shogai/kyoikuday/kyoikuday.htm

東京都立産業技術高等
専門学校

科学技術展示館の一般公開

東京都立産業技術高
等専門学校荒川キャ
ンパス
科学技術展示館（航
空・宇宙館）

東京都 荒川区 ④ ○
10月14日
10月31日
11月1日

http://www.metro-cit.ac.jp/information/institution/gallery.html

東京家政大学
特別企画展「憧れの
モダン・ポスター」の
無料開放

東京家政大学博物館 東京都 板橋区 ② ○
10月15日－
11月13日

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

明星大学
公開講座「歴史と人物-平安時
代中期・後期-」

明星大学青梅校 東京都 青梅市 ④ ○ 10月17日 http://www.meisei-u.ac.jp/

明星大学
公開講座「歴史と人物-平安時
代中期・後期-」

明星大学青梅校 東京都 青梅市 ④ ○ 10月24日 http://www.meisei-u.ac.jp/

明星大学
公開シンポジウム「平泉文化
の世界性」

明星大学青梅校 東京都 青梅市 ④ ○ 11月14日 http://www.meisei-u.ac.jp/

文化庁芸術祭執行委員
会

平成21年度（第64回）文化庁
芸術祭

関東地区、関西地区
各地

東京都 各所 ③
10月1日～
11月30日

http://www.bunka.go.jp/geijutsu_bunka/geijutsusai/21_geijutsusai.html

聖学院中学高等学校 創立記念祭
聖学院中学高等学校
キャンパス内

東京都 北区 ② ○
11月2日～3
日

国立看護大学校 公開講座 国立看護大学校講堂 東京都 清瀬市 ① ○ 10月24日 http://www.ncn.ac.jp/

一橋祭運営委員会（学生
団体）

一橋祭（いっきょうさい＝学園
祭）

一橋大学国立キャン
パス

東京都 国立市 ③ ○
10月31日～
11月2日

http://jfn.josuikai.net/student/ikkyosai/

東京女子体育大学 藤園祭（学園祭） 本学 東京都 国立市 ③ ○
11月2日・3
日

http://www.twcpe.ac.jp/

東京女子体育大学 特別公開講座 総合教育センター 東京都 国立市 ① ○ 11月3日 http://www.twcpe.ac.jp/

一橋大学
平成２１年度一橋大学附属図
書館企画展示および講演会

一橋大学附属図書館 東京都 国立市 ① ○
10月30日～
11月13日

http://www.lib.hit-u.ac.jp/pr/tenji/index.htm

有明教育芸術短期大学
シンポジウム「特別支援教育
の現状動向」

有明教育芸術短期大
学

東京都 江東区 ① ○ 10月24日 http://www.ariake.ac.jp/

有明教育芸術短期大学
シンポジウム「特別支援教育
の実際」

有明教育芸術短期大
学

東京都 江東区 ① ○ 10月31日 http://www.ariake.ac.jp/

有明教育芸術短期大学 有明祭
有明教育芸術短期大
学

東京都 江東区 ③ ○
10月30日～
31日

http://www.ariake.ac.jp/

財団法人癌研究会 公開市民講座
癌研究会吉田記念講
堂

東京都 江東区 ① ○ 11月21日 http://www.jfcr.or.jp

独立行政法人科学技術
振興機構

サイエンスアゴラ 科学未来館 東京都 江東区 ④ ○
10/31～
11/3

http://www.scienceagora.org/scienceagora/agora2009/

独立行政法人科学技術
振興機構

サイエンスアゴラ2009 国際研究交流大学村 東京都 江東区 ④ ○
10月31日～
11月3日

http://www.scienceagora.org/

独立行政法人日本学生
支援機構
名古屋外国語大学・大阪
大学・関西大学（コンソー
シアム）

平成21年度東京国際交流館
国際シンポジウム
「留学生30万人計画」と日本語
教育－大学と予備教育の連携
を考える－

東京国際交流館プラ
ザ平成

東京都 江東区 ② ○ 11月7日 http://www.jasso.go.jp/tiec/symposium09.html

山形大学
藤沢周平の山形第６章
「藤沢周平の江戸・東京」

清澄庭園内「大正記
念館」   （江東区）ほ
か

東京都 江東区 ① ○ 10月10日 http://www.yamagata-u.ac.jp/index-j.html

独立行政法人科学技術
振興機構　日本科学未
来館

常設展示の無料開放 日本科学未来館 東京都 江東区 ④ ○ 11月7日 http://www.miraikan.jst.go.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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財団法人溶接接合工学
振興会

平成21年度第20回セミナー
「ビジュアル化による溶接接合
技術の新展開」

五反田ゆうぽうと 東京都 品川区 ④ ○ 10月29日 http//www.jipa-japan.or.jp

昭和大学 公開講座
昭和大学旗の台キャ
ンパス

東京都 品川区 ① ○ 10月17日 http://www.showa-u.ac.jp/course.html

昭和大学 公開講座
昭和大学旗の台キャ
ンパス

東京都 品川区 ① ○ 10月31日 http://www.showa-u.ac.jp/course.html

青山学院大学 青山祭 青山キャンパス 東京都 渋谷区 ③ ○ 11月1日2日 http://aoyamasai.com/index.html

青山学院大学
経済学部創立６０周年祈念シ
ンポジウム

青山キャンパス 東京都 渋谷区 ① ○
10月17日
11月7日

http://www.econ.aoyama.ac.jp/

独立行政法人日本芸術
文化振興会
国立能楽堂

資料展示
「収蔵資料展（前期）」

国立能楽堂資料展示
室

東京都 渋谷区 ③ ○

9月18日～
11月23日

（9月24日、9
月28日、10
月5日、10月
13日、10月
19日、10月

26日、
11月2日、11
月9日、11月
16日は休

室）

http://www.ntj.jac.go.jp/gekijo/tradition/index.html

独立行政法人日本芸術
文化振興会
国立能楽堂

定例公演
狂言「泣尼」 能「遊行柳」

国立能楽堂 東京都 渋谷区 ③ 11月4日 http://www.ntj.jac.go.jp/nou/index.html

独立行政法人日本芸術
文化振興会
新国立劇場

「ヘンリー六世」上演記念　シェ
イクスピア大学校　６回連続講
座

新国立劇場中劇場 東京都 渋谷区 ③ ○

11月4日、5
日、11日、
12日、18
日、19日

http://www.nntt.jac.go.jp/

独立行政法人日本芸術
文化振興会
新国立劇場

演劇
「ヘンリー六世」

新国立劇場中劇場 東京都 渋谷区 ③

10月27日～
11月23日

（10月30日、
11月1日、6
日、13日、
15日、20

日、22日は
休演）

独立行政法人日本芸術
文化振興会
新国立劇場

オペラ
「魔笛」

新国立劇場オペラ劇
場

東京都 渋谷区 ③
10月29、31

日
11月1、3日

http://www.nntt.jac.go.jp/

独立行政法人日本芸術
文化振興会
新国立劇場

企画展「シェイクスピアとヘン
リー六世展」

新国立劇場中劇場ホ
ワイエ

東京都 渋谷区 ③
10月27日～
11月23日

http://www.nntt.jac.go.jp/

独立行政法人日本芸術
文化振興会
新国立劇場

コンテンポラリーダンス
「平山素子 Life Casting -型取
られる生命-」

新国立劇場小劇場 東京都 渋谷区 ③ 11月5～8日

服飾博物館
「三井家のきものと下絵-円山
派がもたらしたデザインの世
界-」展

文化学園服飾博物館 東京都 渋谷区 ③ ○ 11月5日 http://www.bunka.ac.jp/museum/hakubutsu.htm

文化女子大学
現代文化学部国際ファッション
文化学科ファッションショー

新都心キャンパスB館
２０F

東京都 渋谷区 ② ○
11月2日～3
日

http://bwu.bunka.ac.jp/

文化女子大学
企画集団FUSEファッション
ショー

新都心キャンパスB館
２０F

東京都 渋谷区 ② ○
11月2日～4
日

http://bwu.bunka.ac.jp/

文化女子大学
文化ファッション研究機
構

服飾文化共同研究課題ポス
ター展示

文化ファッション研究
機構

東京都 渋谷区 ④ ○
11月2日～4
日

http://www.bfri.bunka.ac.jp/

文化ﾌｧｯｼｮﾝ大学院大学
文化祭（学生作品および研究
成果展示）

文化ﾌｧｯｼｮﾝ大学院大
学

東京都 渋谷区 ② ○
11月2日～4
日

http://www.bfgu-bunka.ac.jp/

文化服装学院
文化祭（ファッションショーや作
品展示・施設公開・講演会な
ど）

文化服装学院 東京都 渋谷区 ② ○
11月2日～4
日

http://www.bunka-fc.ac.jp/index.html

文化服装学院広島校 文化祭（学生作品展示） 文化服装学院 東京都 渋谷区 ② ○
11月2日～4
日

http://www.bunka-fc.ac.jp/hiroshima/

学習院女子大学 感劇市場
学習院女子大学やわ
らぎホール

東京都 新宿区 ③
10月31日～
11月28日

http://www.kangeki-ichiba.org

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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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学習院女子大学
学習院戸山キャンパスのうつ
りかわり展

学習院女子大学構内 東京都 新宿区 ③ ○

10月17日～
12月18日
（但し、10月
17，18日以
外の土日祝
日は休み）

http://www2.gwc.gakushuin.ac.jp

東京工業大学世界文明
センター

サイエンス・キャラバン2009 都立新宿高校 東京都 新宿区 ② ○ 10月30日 http://www.cswc.jp/

独立行政法人国際交流
基金
社団法人日中友好協会
早稲田大学孔子学院
中日友好協会
周恩来鄧穎超記念館

「周恩来と日本」展
早稲田大学校内ワセ
ダギャラリー

東京都 新宿区 ③ ○
10月28日～
11月8日

http://www.ｊｐｆ.go.jp/j/

早稲田大学
「逍遙と沙翁の出会い―笛・
謡・太棹三味線によるハムレッ
ト再生の試み―」

井深大記念ホール 東京都 新宿区 ③ 11月2日

早稲田大学
阿刀田高氏講演会『クリエー
ターの仕事』

小野記念講堂 東京都 新宿区 ③ ○ 11月2日

早稲田大学
「観劇・環境」－「演劇」が喚起
する地球環境への完成と国際
交流―

大隈記念講堂大講堂 東京都 新宿区 ③ ○ 11月4日

早稲田大学 <写真展>「周恩来と日本」
27号館ワセダギャラ
リーおよびB1階通路

東京都 新宿区 ③ ○
10月28日～
11月8日

早稲田大学
現代演劇シリーズ第34弾太田
省吾展～人生の「地」と「図」を
みつめて～

演劇博物館 東京都 新宿区 ③ ○
9月20日～
2010年2月5
日

http://www.waseda.jp/enpaku/special/2009oota.html

早稲田大学
新派展～館蔵品でたどる新派
百二十年の歴史

演劇博物館 東京都 新宿区 ③ ○
10月1日～
11月15日

http://www.waseda.jp/enpaku/special/2009shinpa.html

早稲田大学
2009年度秋季企画展西村真
次と早稲田史学

125記念展示室 東京都 新宿区 ③ ○
9月28日～
11月8日

http://www.waseda.jp/archives/event/2009/200909nishimura.html

早稲田大学 白隠の書画 會津八一記念博物館 東京都 新宿区 ③ ○
9月24日～
11月21日

http://www.waseda.jp/aizu/2009/whats2009.html#samurai

日本機械学会　技術と社
会部門

イブニングセミナー｢博物館を
一人で作った男｣(

早稲田大学理工学部 東京都 新宿区 ④ 10月28日 http://www.jsme.or.jp/tsd/evening/notice106.html

日本機械学会　流体工
学部門

水力機械に発生する非定常現
象

早稲田大学西早稲田
キャンパス

東京都 新宿区 ④ 10月30日 http://www.jsme-fed.org/events/

女子美術大学短期大学
部

女子美祭 杉並キャンパス 東京都 杉並区 ③ ○
10月23日～
25日

http://www.joshibi.ac.jp

東京女子大学 学会主催公開講演会 東京女子大学 東京都 杉並区 ③ ○ 10月27日 http://www.twcu.ac.jp/

明治大学 第１２５回明大祭 和泉校舎 東京都 杉並区 ③
11月1日～
11月3日

http://meidaisai.jp/

財団法人五島美術館
財団法人大東急記念文
庫

大東急記念文庫創立60周年
記念特別展　「伝えゆく典籍の
至宝」

五島美術館 東京都 世田谷区 ③
10月2日～
11月29日

http://www.gotoh-museum.or.jp

成城学園高等学校 文化祭 校内 東京都 世田谷区 ② ○ 11/2,11/3 http://www.seijogakuen.ed.jp/

成城学園初等学校 子どもの祭り 校内 東京都 世田谷区 ③ ○ 11/3

成城学園中学校 文化祭 校内 東京都 世田谷区 ② ○ 11/2,11/3 http://www.seijogakuen.ed.jp/

成城学園幼稚園 文化祭 園内 東京都 世田谷区 ② ○ 11/2,11/3

東京農業大学 収穫祭
東京農業大学世田谷
キャンパス

東京都 世田谷区 ③ ○
10月30日～
11月１日

http://www.nodai.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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東京農業大学

「菊畑へようこそ」～キクが語
るハーブの世界～vol.1
テーマ：「ハーブに合ったキク
をつくってみませんか？」

東京農大学「食と農」
の博物館

東京都 世田谷区 ③ ○ 10月24日 http://www.nodai.ac.jp/syokutonou/

東京農業大学

「菊畑へようこそ」～キクが語
るハーブの世界～vol.2
テーマ：「自然を守るキクの開
発」

東京農大学「食と農」
の博物館

東京都 世田谷区 ③ ○ 10月30日 http://www.nodai.ac.jp/syokutonou/

東京農業大学

「菊畑へようこそ」～キクが語
るハーブの世界～vol.3
テーマ：「あまいかおりのキクを
飾ろう」

東京農大学「食と農」
の博物館

東京都 世田谷区 ③ ○ 11月8日 http://www.nodai.ac.jp/syokutonou/

東京農業大学

「菊畑へようこそ」～キクが語
るハーブの世界～vol.4
テーマ：「新宿御苑のおける菊
の伝統的栽培」

東京農大学「食と農」
の博物館

東京都 世田谷区 ③ ○ 11月14日 http://www.nodai.ac.jp/syokutonou/

財団法人音楽鑑賞教育
振興会

鍵盤楽器を聞き触れよう 松本記念音楽迎賓館 東京都 世田谷区 ① 11/1（月） http://ongakugeihinkan.jp/

独立行政法人国立科学
博物館・国立大学法人福
井大学

発見！体験！先端研究＠上
野の山シリーズ「大学サイエン
スフェスタ」

国立科学博物館 東京都 台東区 ④
21.10.30～
21.11.8

http://sciencefesta.ad.u-fukui.ac.jp/

上野学園大学 シェイクスピアの夕べ 上野学園大学 東京都 台東区 ③ 11月20日 http://www.uenogakuen.ac.jp

上野学園大学 楽器展示室一般公開 上野学園大学 東京都 台東区 ③ ○ 通年 http://www.uenogakuen.ac.jp

上野学園大学・同短期大
学部

オープンキャンパス
上野学園大学・同短
期大学部

東京都 台東区 ② ○ 10月24日 http://www.uenogakuen.ac.jp

上野学園大学・同短期大
学部

櫻樹祭 上野学園大学 東京都 台東区 ③ ○
11月2日、3
日

http://www.uenogakuen.ac.jp

上野学園大学短期大学
部

定期演奏会 ミレニアムホール 東京都 台東区 ③ 10月30日 http://www.uenogakuen.ac.jp

上野学園大学短期大学
部

草加市民のための音楽教養
講座

上野学園大学 東京都 台東区 ① 11月14日 http://www.uenogakuen.ac.jp

財団法人台東区芸術文
化財団
東京藝術大学音楽学部

木曜コンサート
作曲

旧東京音楽学校奏楽
堂

東京都 台東区 ② 11月19日 http://www.taitocity.net/taito/sougakudou/

台東区合唱連盟 台東区合唱祭 東京藝術大学奏楽堂 東京都 台東区 ① ○ 10月17日

東京芸術大学
異界の風景－東京藝大油画
科の現在と美術資料

東京芸術大学
大学美術館

東京都 台東区 ③
１０月２日～１
１月２３日

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

東京芸術大学
彫刻展示室（田中記念館）開
室

東京芸術大学
大学美術館（正木記
念館）

東京都 台東区 ③ ○
１０月３０日～
１１月２３日

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

東京藝術大学音楽学部
東京藝術大学演奏藝術
センター

藝大プロジェクト'09
メンデルスゾーン生誕200年記
念企画
藝大定期第335回
藝大フィルハーモニア
定期演奏会

東京藝術大学奏楽堂 東京都 台東区 ③ 10月23日 http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

東京藝術大学音楽学部
東京藝術大学演奏藝術
センター

学生オーケストラ演奏会Ⅲ 東京藝術大学奏楽堂 東京都 台東区 ② ○ 10月30日 http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

東京藝術大学音楽学部
東京藝術大学演奏藝術
センター

アジア・躍動する音たち'09　神
秘の国に誘(いざな)われ　～
ミャンマーの伝統と現代の音
楽～

東京藝術大学奏楽堂 東京都 台東区 ③ 11月1日 http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

東京藝術大学音楽学部
東京藝術大学演奏藝術
センター

藝大プロジェクト'09
ハイドン没後200年
ハイドンハーモニーメッセ
チェンバーオーケストラ演奏会

東京藝術大学奏楽堂 東京都 台東区 ③ 11月7日 http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

東京芸術大学附属図書
館

ー信時潔文庫設置記念ー「海
道東征：信時潔自筆譜展」無
料開放

東京芸術大学附属図
書館

東京都 台東区 ③ ○
2009/11/2～
11/28

http://www.lib.geidai.ac.jp/

東京農工大学
大学サイエンスフェスタ「発
見！体験！先端研究＠上野
の山シリーズ」

国立科学博物館 東京都 台東区 ① 10/30-11/8

独立行政法人国立美術
館
国立西洋美術館

共催展　国立西洋美術館開館
５０周年記念事業
「古代ローマ帝国の遺産　―
栄光の都ローマと悲劇の街ポ
ンペイ―」展

国立西洋美術館 東京都 台東区 ③
9月19日

（土）～12月
13日（日）

http://www.nmwa.go.jp/

独立行政法人国立美術
館
国立西洋美術館

小企画展　国立西洋美術館開
館５０周年記念事業
「ローマ 未来の原風景 by
HASHI」展

国立西洋美術館 東京都 台東区 ③ ○
9月19日

（土）～12月
13日（日）

http://www.nmwa.go.jp/

独立行政法人国立美術
館
国立西洋美術館

常設展示の無料開放 国立西洋美術館 東京都 台東区 ③ ○
11月3日(文

化の日)
http://www.nmwa.go.jp/

独立行政法人国立美術
館
国立西洋美術館

美術トーク 国立西洋美術館 東京都 台東区 ③ ○

11月1日
（日）13:00～

（約50分）
先着15名

http://www.nmwa.go.jp/

独立行政法人国立美術
館
国立西洋美術館

建築ツアー 国立西洋美術館 東京都 台東区 ③ ○

11月1日
（日）15:00～

（約50分）
先着15名

http://www.nmwa.go.jp/

独立行政法人国立文化
財機構
東京国立博物館

御即位２０年記念特別展
「皇室の名宝－日本美の華」

東京国立博物館 平
成館

東京都 台東区 ③

1期
10月6日～
11月3日
2期
11月12日～
11月29日

http://www.tnm.jp/

独立行政法人国立文化
財機構
東京国立博物館

御即位２０年記念特別展
「皇室の名宝－日本美の華」
の無料観覧日（平常展を含む）

東京国立博物館 東京都 台東区 ③ ○ 11月12日 http://www.tnm.jp/

独立行政法人国立文化
財機構
東京国立博物館

留学生の日 東京国立博物館 東京都 台東区 ③ 10月3日 http://www.tnm.jp/

独立行政法人国立科学
博物館

《企画展》　日本の科学者技術
者展シリーズ第8回「日本を明
るくした男たち－近代化を支え
た電気のエンジニア－」

国立科学博物館 東京都 台東区 ④
9月15日～
11月29日

http://www.kahaku.go.jp/event/2009/09engineer/index.html

独立行政法人国立科学
博物館

《企画展》　発見！体験！先端
研究＠上野の山シリーズ「大
学サイエンスフェスタ」

国立科学博物館 東京都 台東区 ④
10月30日～
11月8日

http://www.kahaku.go.jp/event/2009/10siece_festa/index.html

独立行政法人国立科学
博物館

かはく・たんけん教室「ボラン
ティア月間」

国立科学博物館 東京都 台東区 ①
11月3日～
12月6日

http://www.kahaku.go.jp/event/index.php

独立行政法人国立科学
博物館

かはく・たんけん教室「畑のお
いしい豆知識２～野菜の秘密
～」

国立科学博物館 東京都 台東区 ①
10月6日～
11月1日

http://www.kahaku.go.jp/event/index.php

独立行政法人国立科学
博物館

教育ボランティア特別企画「お
しばのパウチ葉書を作ろう」

国立科学博物館 東京都 台東区 ① 11月7日 http://www.kahaku.go.jp/learning/event/index.html

独立行政法人国立科学
博物館

施設の無料公開 国立科学博物館 東京都 台東区 ① ○ 11月3日 http://www.kahaku.go.jp/learning/event/d_talk/index.html

独立行政法人国立科学
博物館

夜の天体観望公開 国立科学博物館 東京都 台東区 ① 11月6日 http://www.kahaku.go.jp/learning/event/index.html

独立行政法人国立科学
博物館

研究者によるディスカバリー
トーク

国立科学博物館 東京都 台東区 ①
11月1日、3
日、7日

http://www.kahaku.go.jp/learning/event/d_talk/index.html

新潟大学及び国立科学
博物館

大学サイエンスフェスタの新潟
大学企画『みずから学ぶ環境
－”水から”，”自ら”自然と科
学のハーモニーを創生する新
潟大学－』

国立科学博物館 東京都 台東区 ④
12月11日～
12月20日

http://www.niigata-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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

町中アートプロジェクト’09展
小島アートプラザ303・
304号室
小島地区界隈

東京都 台東区 ② ○
10月18日〜
11月3日

 http://u-t-m.jp/http://mnau.to/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

サスティナブルアートプロジェ
クト2009
「閾-threshold-」展

旧坂本小学校、ギャラ
リー空、野外サイト数
カ所

東京都 台東区 ② ○

10月19日〜
11月7日
11：00〜18：
00

 http://u-t-m.jp/http://www.geidai.ac.jp/event/sustain/threshold/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

サスティナブルアートプロジェ
クト2009
「閾-threshold-」展　シンポジ
ウム

東京藝術大学 東京都 台東区 ② ○ 10月19日  http://u-t-m.jp/http://www.geidai.ac.jp/event/sustain/threshold/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

ナントカエイト-閾- 国際プロ
ジェクト展

旧坂本小学校、台東
区内各所

東京都 台東区 ② ○
10月19日〜
11月7日

http://u-t-m.jp/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

彫刻アートプロジェクト2009
「アトリエの末裔あるいは未来
＋台東区立書道博物館」展

①旧平櫛田中邸
②台東区立書道博物
館

東京都 台東区 ②

10月14日〜
10月25日
①9：30〜17：
00
②9：30〜16：
30

 http://u-t-m.jp/http://www.geidai.ac.jp/labs/denchu/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

彫刻アートプロジェクト2009
「アトリエの末裔あるいは未来
＋台東区立書道博物館」展
「アーティストの旧宅を訪ねて」

旧平櫛田中邸、及び
その周辺

東京都 台東区 ② ○
10月18日
13：00〜14：
30

 http://u-t-m.jp/http://www.geidai.ac.jp/labs/denchu/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

彫刻アートプロジェクト2009
「アトリエの末裔あるいは未来
＋台東区立書道博物館」展
「ギャラリートーク」

旧平櫛田中邸 東京都 台東区 ② ○
10月25日
13：00〜14：
30

 http://u-t-m.jp/http://www.geidai.ac.jp/labs/denchu/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

彫刻アートプロジェクト2009
「時空の街-街の音-」展

東京電力TEPCO浅草
館

東京都 台東区 ② ○
11月17日〜
12月20日

http://u-t-m.jp/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

MACHI-YATAI PROJECT
2009 茶茶茶

玉林寺側道、初音の
森
旧吉田屋酒店　※予
定

東京都 台東区 ② ○
10月23日〜
11月1日

 http://u-t-m.jp/http://machiyatai09.blogspot.com/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

伝統技術の応用によるイノ
ベーション
商品開発プロジェクト　技と工
芸感Ⅲ　展

浅草公会堂 東京都 台東区 ② ○

10月27日〜
11月8日
※26日休館
日

http://u-t-m.jp/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

伝統と現代 刷りもの・摺りもの
-伝統の未来形-
国際交流展　『移行 umsteigen
II』

旧坂本小学校、ギャラ
リーef,
浅草公会堂

東京都 台東区 ② ○

11月14日〜
11月25日
浅草公会堂
のみ
11月13日〜
11月18日
※予定

http://u-t-m.jp/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

伝統と現代 刷りもの・摺りもの
-伝統の未来形-
東京藝術大学DESIGN×
PRINTMAKINGプロジェクト
『Print Lab.』展

旧坂本小学校、ギャラ
リーef,
浅草公会堂

東京都 台東区 ② ○

11月14日〜
11月25日
浅草公会堂
のみ
11月13日〜
11月18日
※予定

http://u-t-m.jp/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

伝統と現代 刷りもの・摺りもの
-伝統の未来形-
伝統木版画実演「浮世絵木版
画の実演」

旧坂本小学校、ギャラ
リーef,
浅草公会堂

東京都 台東区 ② ○
11月14日
14：00〜

http://u-t-m.jp/

上野タウンアートミュージ
アム
【東京藝術大学・台東区】

伝統と現代 刷りもの・摺りもの
-伝統の未来形-
国際シンポジウム

旧坂本小学校、ギャラ
リーef,
浅草公会堂

東京都 台東区 ② ○
11月15日
14：00〜17：
00

http://u-t-m.jp/

東京藝術大学演奏藝術
センター
東京藝術大学音楽学部

藝大プロジェクト'09
ハイドン没後200年
室内楽演奏会

旧東京音楽学校奏楽
堂

東京都 台東区 ③ 11月13日 http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

東京藝術大学演奏藝術
センター
東京藝術大学音楽学部

藝大プロジェクト'09
ハイドン没後200年
室内楽演奏会

旧東京音楽学校奏楽
堂

東京都 台東区 ③ 11月14日 http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

日本機械学会　北陸信
越支部

大学サイエンスフェスタ
国立科学博物館地球
館

東京都 台東区 ④
10月30日～

11月8日
http://www.fukui-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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。

http://www.fukui-u.ac.jp/�


第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　国
文学研究資料館

第33回国際日本文学研究集
会

国文学研究資料館 東京都 立川市 ③ ○
11月28日・

29日
http://www.nijl.ac.jp

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　国
文学研究資料館

特別展示
江戸の長編読みもの
-読本・実録・人情本-

国文学研究資料館 東京都 立川市 ③ ○
9月25日

～
10月23日

http://www.nijl.ac.jp

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　国
文学研究資料館

特別展示
物語の生成と受容

国文学研究資料館 東京都 立川市 ③ ○
11月9日

～
11月23日

http://www.nijl.ac.jp

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　国
文学研究資料館

連続講演 国文学研究資料館 東京都 立川市 ③ ○
10月26日

～
12月21日

http://www.nijl.ac.jp

画像電子学会、（社）日
本写真学会、（社）日本
印刷学会、日本画像学
会

画像４学会合同研究会 日本印刷会館 東京都 中央区 ④ 11月16日 http://wwwsoc.nii.ac.jp

慶應義塾大学
夢と追憶の江戸
－高橋誠一郎浮世絵コレク
ション名品展

三井記念美術館 東京都 中央区 ③

9月19日
（土）～11月
23日（月・
祝）

http://www.mitsui-museum.jp/exhibition_02.html

財団法人研医会 所蔵書籍の展示会 研医会図書館 東京都 中央区 ④ ○
11月2・4・6

日
http://www.ken-i-kai.org

独立行政法人国際交流
基金
（共催：ロータリー・クラ
ブ）

バルカン室内管弦楽団日本特
別公演

第一生命ホール
（晴海トリトンスクエア
内）

東京都 中央区 ④ 11月6日 http://www.dai-ichi-seimei-hall.jp/cgi-bin/schedule/schedule.cgi?cur_year=2009&cur_mon=11&mode=#1077

独立行政法人国立美術
館
東京国立近代美術館

企画展「生誕百年　映画女優
田中絹代」
（併設　常設展「展覧会 映画
遺産」）

東京国立近代美術館
フィルムセンター

東京都 中央区 ③

9月4日（金）
～27日
（日），10月6
日（火）～12
月20日（日）

http://www.momat.go.jp/FC/fc.html

杏林大学
杏林大学公開講演会禅に学
ぶ食事の心

調布市文化会館たづ
くり

東京都 調布市 ① ○ 11月5日 http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/society/opened/21/1105_nakamura.htm

上野学園大学 定期演奏会 紀尾井ホール 東京都 千代田区 ③ 11月13日 http://www.uenogakuen.ac.jp

大妻女子大学
大妻コタカ生誕125周年記念
特別展大妻コタカと時代展－
女子教育のメッカ・東京－

大妻女子大学生活科
学資料館(図書館棟
地下1階)

東京都 千代田区 ③ ○

10月24･25
日､29～31
日､11月1
日､12～15
日､20日

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

熊本学園大学
水俣病とむきあった労働者－
新日本窒素労働組合６０年の
軌跡

法政大学市ヶ谷キャ
ンパス

東京都 千代田区 ④ ○
10/30～
11/8

http://www.kumagaku.ac.jp/minamata/

財団法人　情報通信学
会

第26回国際コミュニケーショ
ン・フォーラム

関西大学東京セン
ター

東京都 千代田区 ④ ○ 11月13日 http://www.jotsugakkai.or.jp/operation/forum/forum.html

社団法人資源協会
「諏訪湖－太平洋を結ぶ天竜
川水系の風エネルギー開発利
用」講演会

霞ヶ関ビル３５階
東海大学校友会館

東京都 千代田区 ④ ○ 11月18日 http://www.shigen-kyokai.or.jp

社団法人日本工学会 創立130周年記念事業 学士会館 東京都 千代田区 ① ○ 11月13日 http://www.jfes.or.jp/

社団法人日本弘道会
弘道シンポジウム2009
「日本人の国家意識」

学士会館 東京都 千代田区 ① ○ 10月27日 http://www.nihon-k.or.jp/kyouiku.html

上智大学 聖書講座 中央図書館921号室 東京都 千代田区 ③ 11月21,22日 i-chicor@sophia.ac.jp

上智大学 Dr.Eckert講演会 上智大学 東京都 千代田区 ④ ○ 10月28日

上智大学
上智大学言語学講演会
－外国語学習の科学

中央図書館9階
911会議室

東京都 千代田区 ① ○ 10月23日 http://pweb.cc.sophia.ac.jp/linstic/

専修大学
人間科学部開設記念シンポジ
ウム
「生きづらさのゆくえ」

専修大学神田キャン
パス

東京都 千代田区 ③ ○
11月6日
16:00～
20:00

http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/efforts/130th_anniversary/130th_anniversary_event.html#rekishitennji

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　国
文学研究資料館

サテライト講座
東京堂神保町第1ビ
ルディング

東京都 千代田区 ③ ○ 11月14日 http://www.nijl.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

東京芸術大学、
三菱地所株式会社

藝大アーツ
       イン 東京丸の内

丸ビル（東京都千代
田区丸の内2-4-1）

東京都 千代田区 ③ ○
10月25日
（日）～
31日（土）

http://www.mec.co.jp/j/news/pdf/mec090831_1.pdf

東京電機大学 錦祭 神田キャンパス 東京都 千代田区 ② ○
11月
1,2,3日

http://www.nishikisai.com/index.html

独立行政法人国立美術
館
東京国立近代美術館

共催展「染野夫妻陶芸コレク
ション― リーチ・濱田・豊藏・壽
雪 ―」
（併設　所蔵作品展「近代工芸
の名品―陶芸」）

東京国立近代美術館
工芸館

東京都 千代田区 ③
9月4日（金）
～11月3日
（火・祝）

http://www.momat.go.jp/CG/cg.html

独立行政法人国立美術
館
東京国立近代美術館

所蔵作品展「近代日本の美
術」

東京国立近代美術館
本館4Ｆ-2Ｆ

東京都 千代田区 ③
10月3日
（土）～12月
13日（日）

http://www.momat.go.jp/Honkan/honkan.html

独立行政法人国立美術
館
東京国立近代美術館

所蔵作品展「油彩技法から見
た近代日本絵画」

東京国立近代美術館
本館4Ｆ

東京都 千代田区 ③
10月3日
（土）～12月
13日（日）

http://www.momat.go.jp/Honkan/honkan.html

独立行政法人国立美術
館
東京国立近代美術館

特別展「権鎮圭展」
東京国立近代美術館
本館2Ｆギャラリー4

東京都 千代田区 ③
10月10日
（土）～12月
6日（日）

http://www.momat.go.jp/Honkan/honkan.html

独立行政法人国立美術
館
東京国立近代美術館

特別展「河口龍夫展　言葉・時
間・生命」

東京国立近代美術館
本館1Ｆ企画展ギャラ
リー

東京都 千代田区 ③
10月14日
（水）～12月
13日（日）

http://www.momat.go.jp/Honkan/honkan.html

独立行政法人日本芸術
文化振興会
国立演芸場

11月上席公演 国立演芸場 東京都 千代田区 ③
11月1～10

日
http://www.ntj.jac.go.jp/engei/index.html

独立行政法人日本芸術
文化振興会
国立劇場

11月歌舞伎公演
「外郎売」「傾城反魂香」「大津
絵道成寺」

国立劇場大劇場 東京都 千代田区 ③

11月3～26
日

（11月12日
は休演）

http://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu/index.html

独立行政法人日本芸術
文化振興会
国立劇場

11月特別企画公演
「笑いのかたち」

国立劇場小劇場 東京都 千代田区 ③ 11月7日 http://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu/index.html

独立行政法人日本芸術
文化振興会
国立劇場

資料展示
「新歌舞伎の世界」

伝統芸能情報館 東京都 千代田区 ③ ○

10月4日～1
月27日

（12月29日
～1月2日は

休館）

http://www.ntj.jac.go.jp/gekijo/tradition/index.html

法人部 東京新島講座
同志社大学
東京オフィス

東京都 千代田区 ① ○ 10月24日 http://www.doshisha.ed.jp/whats/2009.html

法政大学
第７回法政大学「地域の方々
との」伝統芸能を鑑賞する集
い

法政大学市ヶ谷キャ
ンパス
外濠校舎６Ｆ薩埵ホー
ル

東京都 千代田区 ① ○ 11月14日 http://www.hosei.ac.jp/

法政大学

第1回法政ミュージアム企画展
示「和辻哲郎の書き込みを見
よ！和辻倫理学の今日的意
義」

法政大学市ヶ谷キャ
ンパス外濠校舎6階
展示コーナー

東京都 千代田区 ③ ○

2009年9月
24日～10月
23日（土・
日・祝日を
除く）

http://www.hosei.ac.jp/general/lib/index.html

明治大学
第２９回明治大学社会科学研
究所公開講演会

駿河台校舎リバティタ
ワー１階リバティホー
ル

東京都 千代田区 ① ○

10月17日　・
10月24日
（午後1時～
4時45分）

http://www.meiji.ac.jp/sha_ken

明治大学
第３３回明治大学人文科学研
究所公開文化講座

駿河台校舎リバティタ
ワー１階リバティホー
ル

東京都 千代田区 ① ○
11月7日（午
後3時～7
時）

http://www.meiji.ac.jp/jinbun

明治大学 明治大学文化プロジェクト
駿河台校舎アカデ
ミーコモン3階アカデ
ミーホール

東京都 千代田区 ③ ○
11月12日～
11月15日

http://www.meiji.ac.jp/

文部科学省生涯学習政
策局社会教育課

第62回(平成21年度）優良公民
館表彰

東海大学校友会館 東京都 千代田区 ① 11月5日

龍谷大学
ＲＥＣコミュニティカレッジ
「『観無量寿教・阿弥陀経』を
学ぶ」

朝日生命大手町ビル
（大手町サンスカイ
ルーム）

東京都 千代田区 ①

11月14日
（土曜日）
15:00～
16:30

http://rec-ryukoku.jp/

上智大学
アジアにおける環境問題と環
境教育

上智大学(２号館大会
議室）

東京都 千代田区 ①② ○ 11月13日 http://gp.genv.sophia.ac.jp/

学習院大学史料館 常設展示の無料開放
学習院大学北2号館1
階史料館展示室

東京都 豊島区 ① ○
10月1日～
11月30日

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua

専修大学
専修大学図書館特別展
「二つのモダーン-江戸文化と
フランス革命-」

東京芸術劇場 東京都 豊島区 ③ ○

11月17日～
22日
10:00～
20:00

http://www.two-modern.com/index.html

北海道芸術高等学校 北芸祭 東京池袋キャンパス 東京都 豊島区 ② ○
11月7日・8
日

http://www.hokugei.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

（社）日本写真学会 デジタル写真基礎講座
東京工芸大学　芸術
情報館

東京都
中野区本

町
① 10月2日 http://www.spstj.org

武蔵野大学 学内講座狂言鑑賞会
武蔵野大学(雪頂講
堂)

東京都 西東京市 ① ○ 10月27日 http://www.musashino-u.ac.jp/ao_general/event/open_class/extension_lecture10.html

武蔵野大学
能楽資料センター公開講座
「仏教と能」

武蔵野大学(5号館) 東京都 西東京市 ① ○ 10月29日 http://www.musashino-u.ac.jp/ao_general/event/open_class/extension_lecture04.html

武蔵野大学
オムニバス美術講座「仏像の
魅力を語る」-中世都市鎌倉の
彫刻を中心に-

武蔵野大学 東京都 西東京市 ① 10月29日 http://www.musashino-u.ac.jp/ao_general/various/lifelong_study/omnibus/index.html

武蔵野大学
シンポジウム「仏教の先端と現
代②」-宗教とメディア-

武蔵野大学(5号館) 東京都 西東京市 ① ○ 10月31日 http://www.musashino-u.ac.jp/ao_general/event/open_class/extension_lecture03.html

武蔵野大学
オムニバス美術講座「源氏物
語絵巻を楽しむ」

武蔵野大学 東京都 西東京市 ① 11月5日 http://www.musashino-u.ac.jp/ao_general/various/lifelong_study/omnibus/index.html

武蔵野大学
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞｺﾝｻｰﾄ
(第106回)

武蔵野大学(雪頂講
堂)

東京都 西東京市 ① ○ 11月10日

武蔵野大学
公開講座「仏教の生きる力と
感動④」-人生はすばらしい-

武蔵野大学(5号館) 東京都 西東京市 ① ○ 11月14日 http://www.musashino-u.ac.jp/bukken/gyouji.html

杏林大学

第３回八王子まちづくりフォー
ラム
－まちに孵化（ふか）した『ひよ
こ』を育てよう－

八王子学園都市セン
ター

東京都 八王子市 ① ○ 11月7日 http://www.kyorin-u.ac.jp/

財団法人大学セミナーハ
ウス

日本古代史新考-古田武彦先
生を囲んで-

大学セミナーハウス 東京都 八王子市 ①③
11月7日か
ら8日

http://www.seminarhouse.or.jp

社団法人学術・文化・産
業ネットワーク多摩

多摩・武蔵野検定
中央大学　多摩キャ
ンパス

東京都 八王子市 ③ 11月8日 http://www.tamakentei.jp/

社団法人学術・文化・産
業ネットワーク多摩

第６回体験型環境教育プロ
ジェクト
「それいけ！たまレン
ジャー！！」

高尾の森わくわくビ
レッジ
　（八王子市）

東京都 八王子市 ① ○ 11月7日 http://www.nw-tama.jp/kkp/

東京純心女子大学
第７回東京純心アート・フェス
ティヴァル２００９

東京純心女子大学純
心ギャラリー

東京都 八王子市 ③ ○
10月17日～
11月8日

http://www.t-junshin.ac.jp/univ/

東京純心女子大学
マリア祭(大学祭)「Change-
Yes,wecan.」

東京純心女子大学 東京都 八王子市 ③ ○ 11月7，8日 http://www.t-junshin.ac.jp/univ/

東京純心女子大学 グレゴリオ聖歌でささげるミサ
東京純心女子学園聖
堂

東京都 八王子市 ③ ○ 11月14日 http://www.t-junshin.ac.jp/univ/

法政大学
多摩シンポジウム「持続可能
な循環型社会を目指して」

八王子市学園都市セ
ンター

東京都 八王子市 ② ○ 10月31日 http://www.hosei.ac.jp/

実践女子大学 オスカー・ワイルドの世界展
実践女子学園香雪記
念資料館

東京都 日野市 ③ ○
10月30日～11
月13日

http://www.jissen.ac.jp/kosetsu/future.html

実践女子大学
実践女子短期大学

常磐祭（学園祭）
大学・短期大学キャン
パス

東京都 日野市 ③ ○
11月6日～
11月8日

実践女子短期大学 「かたち・ふれあい」展 短期大学キャンパス 東京都 日野市 ③ ○
10月12日～
11月20日

東京農工大学
健康スポーツ講座「テニス応
用編、ナイターゲームを楽しも
う」

府中キャンパス 東京都 府中市 ① 10/9-10/30

東京農工大学
実習で学ぶ農業教室19‐農作
物の歴史と文化をかみしめる‐

府中キャンパス 東京都 府中市 ①③ 10/10-11/7

明星高等学校
明星中学校
明星小学校
明星幼稚園

明星祭

明星高等学校
明星中学校
明星小学校
明星幼稚園

東京都 府中市 ② ○
１１月２日・３
日

http://www.meisei.ac.jp/

(財）社会スポーツセン
ター　         （日本高気圧
環境医学会）

安全潜水を考える会 東京医科歯科大講堂 東京都 文京区 ① 11月8日

財団法人東京大学綜合
研究会

東京大学公開講座
東京大学本郷キャン
パス安田講堂

東京都 文京区 ①

10月10日、
17日、24
日、31日、
11月7日

http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/d04_01_j.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

財団法人深田地質研究
所

深田研一般公開2009 深田地質研究所 東京都 文京区 ④ ○ 10月17日 http://www.fgi.or.jp

東京医科歯科大学
公開講座(健康を創るⅤ）
－新しい治療法を知ろうー

東京医科歯科大学歯
学部附属病院外来事
務棟４階特別講堂

東京都 文京区 ①

10/21
10/28
11/4
11/11

http://www.tmd.ac.jp/cmn/soumu/kouhou/koukaikouza/index.html

東京医科歯科大学
体験型公開講座
「健康寿命の自己管理：健康
チェック」

東京医科歯科大学
医歯学総合研究棟Ⅰ
期棟

東京都 文京区 ①
10/31
11/1

http://www.tmd.ac.jp/cmn/soumu/kouhou/koukaikouza/index.html

東京医科歯科大学

市民講座「なぜ白髪になるの
か？幹細胞とエイジング－個
性を生かしたユニークな研究
を育てよう」

東京医科歯科大学歯
学部特別講堂（歯科
外来事務棟４階）

東京都 文京区 ④ ○ 11月2日 http://www.tmd.ac.jp/mri/ang/　および　http://www.tmd.ac.jp/mri/index.html

東京大学総合研究博物
館

特別展示の無料開放
東京大学総合研究博
物館

東京都 文京区 ③ ○
2009/07/24
-
2009/10/31

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2009Fe.html

東京大学総合研究博物
館

常設展示の無料開放
東京大学総合研究博
物館

東京都 文京区 ③ ○
2009/07/24
-
2009/10/31

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2009CuratorialGraffiti.html

東京大学総合研究博物
館

常設展示の無料開放
東京大学総合研究博
物館小石川分館

東京都 文京区 ③ ○ 2006/03/9- http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2006chamber.html

特例民法法人　日本女
子大学教育文化振興桜
楓会

公開講座「トイレから社会が見
える」－公共的トイレの新しい
潮流とまちづくり－

日本女子大学桜楓2
号館

東京都 文京区 ① 11月7日 http://oufusrv.jwu.ac.jp

日本女子大学
成瀬記念館開館25周年記念
展

日本女子大学成瀬記
念館（目白キャンパ
ス）

東京都 文京区 ③ ○
9/25～
12/19

http://www.jwu.ac.jp/grp/naruse_memorial.html

日本女子大学
シンポジウム「醍醐寺の歴史と
文化財」

日本女子大学新泉山
館国際交流センター
会議室（目白キャンパ
ス）

東京都 文京区 ④ ○
11/14・
11/15

http://www.jwu.ac.jp/grp.html

日本機械学会　設計工
学システム部門

ICタグ活用入門-生産効率向
上から廃棄物処理まで

東京大学11号館講堂 東京都 文京区 ④ 11月11日 http://www.jsme.or.jp/dsd/

玉川大学 イコン－聖像画の世界 教育博物館 東京都 町田市 ③ ○
11月2日～1
月29日

http://www.tamagawa.jp/research/museum/index.html

法政大学
多摩キャンパスダンスフェス
ティバル

多摩キャンパス大
ホール

東京都 町田市 ④ ○ 11月23日 http://www.hosei.ac.jp/

法政大学
大原社会問題研究所創立90
周年フォーラム

法政大学多摩キャン
パス百周年記念館

東京都 町田市 ③ ○ 10月27日 http://oisr.org

杏林大学
杏林大学公開講演会心臓病
の予防と早期発見

杏林大学三鷹キャン
パス

東京都 三鷹市 ① ○ 11月7日 http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/society/opened/univ_21.html

国際基督教大学
筒描（つつがき）
Tsutsugaki:TheArtofFreehand
Design

国際基督教大学博物
館湯浅八郎記念館

東京都 三鷹市 ③ ○
9月8日〜11
月20日

http://subsite.icu.ac.jp/yuasa_museum/

財団法人中近東文化セ
ンター

語る会　永井正勝が語る「シャ
ンポリオンの解読」

中近東文化センター
附属博物館

東京都 三鷹市 ①
11月14日14
時30分～15
時30分

http://www.meccj.or.jp

財団法人中近東文化セ
ンター

語る会　松本健が語る「ボッタ
とレヤード」

中近東文化センター
附属博物館

東京都 三鷹市 ①
10月25日14
時30分～15
時30分

http://www.meccj.or.jp

財団法人中近東文化セ
ンター

企画展「三笠宮記念図書館を
掘る　発掘と解読─古代オリ
エントを甦らせた人々─」

中近東文化センター
附属博物館

東京都 三鷹市 ①
10月24日～

2月27日
http://www.meccj.or.jp

財団法人中近東文化セ
ンター

三笠宮記念図書館主催秋の
特別講演会　山折哲雄「日本
文明とは何か」

中近東文化センター
大講堂

東京都 三鷹市 ①
11月8日14
時～15時30
分

http://www.meccj.or.jp

社団法人中日文化研究
所

アジア・アフリカを知る集い
「神話世界の理想郷を展望し
て」

アジア・アフリカ図書
館

東京都 三鷹市 ① 9月12日 http://www.aali.ac.jp/aa-lib/

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構　国
立天文台

東京文化財ウィーク 国立天文台 東京都 三鷹市 ① ○ 11/1～11/9 http://www.syougai.metro.tokyo.jp/sesaku/week.html

（社）日本写真学会 カメラ技術セミナー 発明会館ホール 東京都 港区 ④ 11月20日 http://www.spstj.org

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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

秋田大学教育推進総合
センター

平成２１年度秋田大学東京サ
テライト教養セミナー「『秋田
学』を学ぶ」

キャンパス・イノベー
ションセンター東京

東京都 港区 ① ○ 10月23日 http://www.akita-u.ac.jp/honbu/general/sa_eventa/item.cgi?light&26

慶應義塾大学
SFCOpenResearch
Forum2009

六本木アカデミーヒル
ズ40
（六本木ヒルズ森タ
ワー40階）

東京都 港区 ④ ○

11月23日
（月・祝）～
24日（火）

http://orf.sfc.keio.ac.jp/

神戸大学
（共催：兵庫県小野市、
オーストリア大使館）

青野原俘虜収容所展 in Tokyo
2009 講演会・再現演奏会

ドイツ文化会館OAG
ホール

東京都 港区 ③ ○ 11月7日 http://www.office.kobe-u.ac.jp/crsu-chiiki/aono2009.html

神戸大学
（共催：兵庫県小野市、
オーストリア大使館）

青野原俘虜収容所展 in Tokyo
2009

オーストリア文化
フォーラム
（オーストリア大使館
内）

東京都 港区 ③ ○

11月12日～
11月21日
(日曜日休

館）

http://www.office.kobe-u.ac.jp/crsu-chiiki/aono2009.html

社団法人日本ゴム協会
第157回ゴム技術シンポジウ
ム

東京電業会館 東京都 港区 ④ 11月6日 http://www.srij.or.jp/pdf/0907shinpo173.pdf

東京慈恵会医科大学 転倒転落予防の勉強会
慈恵医大大学1号館3
階講堂

東京都 港区 ① ○ 10月31日 http://www.jikei.ac.jp/seminar/seminar.html

東京大学総合研究博物
館

モバイルミュージアムの無料
開放

赤坂インターシティ１
階オフィス・エントラン
スロビー

東京都 港区 ③ ○
2009/08/03
-2010/1/31

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/mobilemuseum/index.html

独立行政法人国立科学
博物館附属自然教育園

企画展「自然教育園の森」
国立科学博物館附属
自然教育園

東京都 港区 ①
10月3日～
11月15日

http://www.ins.kahaku.go.jp/

独立行政法人国立科学
博物館附属自然教育園

施設の無料公開
国立科学博物館附属
自然教育園

東京都 港区 ① ○ 11月3日 http://www.ins.kahaku.go.jp/

独立行政法人国立科学
博物館附属自然教育園

日曜観察会「鳥の渡り」
国立科学博物館附属
自然教育園

東京都 港区 ① 11月1日 http://www.ins.kahaku.go.jp/

独立行政法人国立科学
博物館附属自然教育園

やさしい鳥学講座「なぜ他人
の巣を守るのか？」

国立科学博物館附属
自然教育園

東京都 港区 ① 11月1日 http://www.ins.kahaku.go.jp/

独立行政法人国立美術
館
国立新美術館

共催展「THE　ハプスブルク
華麗なる王家と美の巨匠たち」

国立新美術館 東京都 港区 ③
9月25日
（金）～12月
14日（月）

http://www.nact.jp/

秋田大学教育推進総合
センター

平成２１年度秋田大学東京サ
テライト教養セミナー「『秋田
学』を学ぶ」

キャンパス・イノベー
ションセンター東京

東京都 港区 ① ○ 10月23日 http://www.akita-u.ac.jp/honbu/general/sa_eventa/item.cgi?light&26

金沢工業大学
ルネッサンス・ジェネレーション
'09

草月ホール 東京都 港区赤坂 ③ ○ 11月14日 http://www.kit-rg.jp/

日本獣医生命科学大学 総合文化講座
日本獣医生命科学大
学第1校舎C棟５０１教
室

東京都 武蔵野市 ① ○ 10月23日 http://www.nvlu.ac.jp/NVLU_HP_RENEWAL/html/021_opencampus/01/01_02.html

日本獣医生命科学大学 遊学講座
日本獣医生命科学大
学第1校舎Ｂ棟４１６
教室

東京都 武蔵野市 ① ○ 11月13日 http://www.nvlu.ac.jp/NVLU_HP_RENEWAL/html/021_opencampus/01/01_06.html

東京工業大学
大学院社会理工学研究
科

フィンランド・ウィーク
東京工業大学　西9号
館

東京都 目黒区 ③ ○
11月2日～11
月6日

http://www.dst.titech.ac.jp/index-j.html

東京工業大学世界文明
センター

イェジー・グロトフスキの世界
-ポーランド演劇界の巨匠を語
り、演じる-

東京工業大学大岡山
キャンパス・西９号館
２Ｆディジタル多目的
ホール

東京都 目黒区 ③ ○ 10月17日 http://www.cswc.jp/

東京工業大学世界文明
センター

講演：現代中国文学と文化の
再構築　　　　　　　講師：王力
雄

東京工業大学大岡山
キャンパス・西９号館
２Ｆディジタル多目的
ホール

東京都 目黒区 ③ ○ 11月16日 http://www.cswc.jp/

東邦大学
公開講座「人工関節(膝)につ
いて」

医療センター大橋病
院

東京都 目黒区 ① ○ 10月24日 http://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/kokai/016754.html

（社）日本写真学会 画像保存セミナー 東京都写真美術館 東京都
目黒区三

田
④ 10月30日 http://www.spstj.org

東京慈恵会医科大学
第３４回慈恵医大第三病院公
開健康セミナー

慈恵医大第三病院内
第三看護専門学校６
階大教室

東京都 狛江市 ① ○ 10月10日 http://www.jikei.ac.jp/seminar/seminar.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

財団法人東洋哲学研究
所

市民講座「日本仏教と女性」講
師：栗原淑江　東洋哲学研究
所主任研究員

八王子東急スクエア
１２階

東京都 八王子市 ③
11月17日10
時30分

http://www.totetu.org/

財団法人朝鮮奨学会 教養講座 未定 東京都 ④ ○ 11月7日 http://www.korean-s-f.or.jp

文化庁ほか 第7回国際文化フォーラム
東京国際交流館、春
日大社、国立国際美
術館

東京都 各所 ③ ○
11月13日～
29日のうち3

日間

http://www.bunka.go.jp/culturalforum/

高等専門学校連合会 ロボコン 両国国技館 東京都 墨田区 ② ○ 11月22日 http://www.official-robocon.com/jp/kosen/kosen2009/index.html

北陸先端科学技術大学
院大学

JAISTシンポジウム
2009

学術総合センター 東京都 千代田区 ④ ○ 10月26日 http://www.jaist.ac.jp/jaist_sympo2009/index.html

東京大学分子細胞生物
学研究所、　（財）応用微
生物学研究奨励会

第14回分生研シンポジウム 東京大学 安田講堂 東京都 文京区 ④ ○ 10月28日  http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/symposium2009/

お茶の水女子大学
「共に生きるコンサート」（仮
称）

お茶の水女子大学
徽音堂

東京都 文京区 ③ ○ 11月20日 http://www.ocha.ac.jp/

財団法人　史学会
公開シンポジウム「環境と歴史
学」

東京大学文学部１番
大教室

東京都 文京区 ① 11月7日 http://wwwsoc.nii.ac.jp/hsj/

日本機械学会
シンポジウム「機械工学の展
望：21世紀の役割と貢献」

日本学術会議講堂 東京都 港区 ④ ○ 11月5日 http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf/79-s-3-3.pdf

国立音楽大学附属幼稚
園

子育て支援事業；園庭開放と
歌遊び

国立音楽大学附属幼
稚園

東京都 国立市 ② ○
10月28日
11月18日

http://www.k-onyo.sakura.ne.jp/o_garden.html

日本機械学会　標準・規
格センター　発電用設備
規格委員会

発電用原子力設備
設計・建設及び材料に関する
規格講習会

日本機械学会 東京都 新宿区 ④ 10月21日 http://www.jsme.or.jp/std/pgc/

早稲田大学
万葉集～享け継がれるその思
い～＜万葉集1250年記念展
示＞

早稲田大学総合学術
情報センター２階展示
室

東京都 新宿区 ③ ○
10月16日～
11月17日

http://www.wul.waseda.ac.jp/index-j.html

早稲田大学
＜記念講演会＞「古筆切から
見た万葉集の伝本研究」

早稲田大学大隈小講
堂

東京都 新宿区 ③ ○ 10月31日

駒澤大学
戦国武将の日記を読む
～『松平家忠日記』に見る信
長・秀吉・家康～

禅文化歴史博物館 東京都 世田谷区 ① ○
11月1日～
12月18日

http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/kikakuten/2740

駒澤大学
戦国武将の日記を読む
～深溝松平氏と『家忠日記』～
 

禅文化歴史博物館 東京都 世田谷区 ① ○ 11月20日 http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/kikakuten/2740

成城大学
民俗学研究所特別展「柳田國
男の交友－日本民俗学創成
の道程－」

民俗学研究所 東京都 世田谷区 ③ ○

11月2日、3
日、7日～30
日(但し、日
曜は休館)
平日10:00～
16:00、土曜
10:00～
12:00

http://www.seijo.ac.jp/research/minken/index.html

(社)日本食品衛生学会 公開講演会 日本教育会館 東京都 千代田区 ① ○ 11月10日 http://www.shokuhineisei.jp/

社団法人 日本農芸化学
会

第22回サイエンスカフェ
三省堂書店神田神保
町本店

東京都 千代田区 ① 10月24日 http://www.jsbba.or.jp/event/sci_cafe/index.html　

日本機械学会 第17回衛星設計コンテスト 一橋記念講堂 東京都 千代田区 ④ 11月1日 http://www.jsforum.or.jp/event/contest/index.html 

日本機械学会　エンジン
システム部門

スターリングサイクルシンポジ
ウム

大田区産業プラザPio 東京都 大田区 ④ 11月6日 http://www.jsme.or.jp/esd/

社団法人 日本農芸化学
会

関東支部大会 玉川大学 東京都 町田市 ④ ○ 10月30日 http://jsbba.bt.a.u-tokyo.ac.jp/　

社団法人日本マスターズ
水泳協会

２００９年度日本マスターズ水
泳長距離大会

町田市立室内プール 東京都 町田市 ③
11月7日～
11月8日

http://www.masters-swim.or.jp

社団法人日本顕微鏡学
会

第53回シンポジウム 東京工業大学 東京都 目黒区 ④ 10月30-31日http://www.microscopy.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

日本機械学会　機素潤
滑設計部門

若手機械設計技術者のために
｢新しいメカニズム創出に役立
つ機構学応用講座｣

東京工業大学 東京都 目黒区 ④
10月29日

（木），30日
http://www.jsme.or.jp/mdt/

国立音楽大学
大学院オペラ2009
モーツァルト歌劇「ドン・ジョ
ヴァンニ」

国立音楽大学講堂大
ホール

東京都 立川市 ③
10月17日～
10月18日

http://www.kunitachi.ac.jp/event/2009/opera091017.html

国立音楽大学

第81回ソロ・室内楽定期演奏
会
～室内楽（アンサンブル）コン
サート～

国立音楽大学講堂小
ホール

東京都 立川市 ③ 10月21日 http://www.kunitachi.ac.jp

国立音楽大学

音の水脈（みなすじ）～清瀬保
二から武満徹へ
武満徹の遺贈エラールピアノ
をめぐって

国立音楽大学講堂小
ホール

東京都 立川市 ③ ○ 10月23日 http://www.kunitachi.ac.jp/event/2009/takemitsu091023.html

国立音楽大学

『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5夜「音楽と身体・
カーゲル追悼」

国立音楽大学講堂小
ホール

東京都 立川市 ③ 10月25日 http://www.kunitachi.ac.jp/event/2009/20c091025.html

国立音楽大学 国立音楽大学芸術祭2009
国立音楽大学キャン
パス

東京都 立川市 ③ ○
11月1日～
11月3日

http://artfes.ehoh.net

国立音楽大学

音楽研究所公演
オペラ演奏研究部門
プッチーニ「LaRondine－つば
め－」

国立音楽大学講堂大
ホール

東京都 立川市 ③ ○ 11月8日 http://www.kunitachi.ac.jp

国立音楽大学 第8回声楽専修合唱演奏会
国立音楽大学講堂大
ホール

東京都 立川市 ③ ○ 11月14日 http://www.kunitachi.ac.jp

国立音楽大学
第82回ソロ・室内楽定期演奏
会
（ソロコンサート秋）

国立音楽大学講堂大
ホール

東京都 立川市 ③ 11月18日 http://www.kunitachi.ac.jp

国立音楽大学 第28回作曲作品展
国立音楽大学講堂小
ホール

東京都 立川市 ③ 11月23日 http://www.kunitachi.ac.jp

国立音楽大学

音楽研究所公演
バッハ演奏研究部門
ピアノ部門：バッハの《パル
ティータ》

国立音楽大学講堂小
ホール

東京都 立川市 ③ ○ 11月24日 http://www.kunitachi.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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