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東京都
市区町村 種類 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

千代田区 ①
全国生涯学習ネットワークフォー
ラム2011（まなびピア2011）

「学びを力とする3．11以降の地域づくり、社会づくり」をテーマとして、震災
の経験から生まれた取組や震災から見えてきた成果や課題を踏まえ、生
涯学習を通じた新しい地域づくり･社会づくりについて研究協議を行うとと
もに、継続的な取組のための関係者間のネットワークづくりを推進するこ
とを目的として、講演会やワークショップなどを開催します。

11月5日～6日

文部科学省第1・第
2講堂、灘尾ホー

ル、イイノホールな
ど

全国生涯学習ネットワーク
フォーラム2011実行委員会
（文部科学省、地方公共団

体、大学、生涯学習関係団体
やＮＰＯ等民間団体、民間企
業等の関係者により構成）

無料 http://www.facebook.com/manabipeer2011

千代田区 ④
国際シンポジウム
「教育テストの可能性－21世紀型
能力の育成と高大接続－」

「初中等教育から大学教育への接続」と題し、“教育テストの可能性”の観
点から報告、討論を行います。

11月18日
13:00～17:30

有楽町朝日ホール
独立行政法人 大学入試セン
ター

無料 未定（今後ＵＲＬを掲示予定）

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20日,
11月17日

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

千代田区 ①
金沢大学未来開拓研究公開シン
ポジウム

「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」の責務に応えるため，本
学が有する世界に誇る 先端の研究を紹介する。

10月29日
一橋学術総合セン
ター

金沢大学 無料
金沢大学総務部総務課総務係
TEL.076-264-5010
FAX076-234-4010

千代田区
①②
③

藝大アーツ イン 東京丸の内

1階ではオペラや講演、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階ホールでは卒業生のCDデ
ビュー記念コンサート、学生リサイタル、アニメーションと生演奏のステー
ジ等を行います。

10月25日（火）～30
日（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

国立大学法人東京芸術大学

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.jp/

丸の内コールセンター
03-5218-5100

8月26日プレスリ
リース（※）
（http://www.mec.
co.jp/j/news/inde
x.html）、行事の
詳細については、
10月上旬に東京
芸術大学のホー
ムページに掲載し
ます。

千代田区 ① 龍谷大学・明治大学連携講座
「釈尊の前世の物語  〔ＲＥＣコミュニティカレッジ東京in明治大学リバティ
アカデミー〕」をテーマに開催します。

11月5日
明治大学リバティア
カデミー

龍谷大学 http://rec-ryukoku.jp/

千代田区 ①
平成23年度『論語』の学校
－RONGO ACADEMIA－

『論語』に係る講演会と素読実践 11月19日
二松學舍大学
中洲記念講堂

学校法人
二松学舎

無料 http://www.nishogakusha-u.ac.jp

千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「鳩山由紀夫の思想と行動　－
現代宰相論」

PART1”民主党政権の課題と展望”

2009年9月に民主党政権が発足してから約2年が経過した。この間、国民
の大きな期待の中で、民主党は様々な改革に挑戦したものの、しかし、さ
したる実績を上げないままに、鳩山由紀夫から菅直人へと首相を交替し
て政権の座を維持してきた。今回の企画は、政権交代を実現した民主党
の政治指導と政策課題を分析することを通じて、今後の日本政治の課題
と展望を検討する。

10月7日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「菅直人首相と政治主導の実態」

PART1”民主党政権の課題と展望”

2009年9月に民主党政権が発足してから約2年が経過した。この間、国民
の大きな期待の中で、民主党は様々な改革に挑戦したものの、しかし、さ
したる実績を上げないままに、鳩山由紀夫から菅直人へと首相を交替し
て政権の座を維持してきた。今回の企画は、政権交代を実現した民主党
の政治指導と政策課題を分析することを通じて、今後の日本政治の課題
と展望を検討する。

10月14日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「民主党の社会福祉政策　－　子
ども手当」

PART1”民主党政権の課題と展望”

2009年9月に民主党政権が発足してから約2年が経過した。この間、国民
の大きな期待の中で、民主党は様々な改革に挑戦したものの、しかし、さ
したる実績を上げないままに、鳩山由紀夫から菅直人へと首相を交替し
て政権の座を維持してきた。今回の企画は、政権交代を実現した民主党
の政治指導と政策課題を分析することを通じて、今後の日本政治の課題
と展望を検討する。

10月21日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

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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千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「民主党と地域主権の達成」

PART1”民主党政権の課題と展望”

2009年9月に民主党政権が発足してから約2年が経過した。この間、国民
の大きな期待の中で、民主党は様々な改革に挑戦したものの、しかし、さ
したる実績を上げないままに、鳩山由紀夫から菅直人へと首相を交替し
て政権の座を維持してきた。今回の企画は、政権交代を実現した民主党
の政治指導と政策課題を分析することを通じて、今後の日本政治の課題
と展望を検討する。

10月28日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「大震災と石巻専修大学の対応」

PART2”東日本大震災と復興”

3月11日の東日本大震災は不況のさなかの日本を直撃し、現在復興に向
けて多くの課題に直面していることは周知の事実である。本学の兄弟校
である石巻専修大学も被災した。それから約半年を経過した時点で、改
めて大震災を客観的に捉え、大学や企業の復興の足どりやリスクマネジ
メントからの分析、規模の大きさから敗戦後の復興との比較検討などを通
して、我々は何を考え、何をすべきか、検討したい。

11月11日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「スズキ自動車の対応」

PART2”東日本大震災と復興”

3月11日の東日本大震災は不況のさなかの日本を直撃し、現在復興に向
けて多くの課題に直面していることは周知の事実である。本学の兄弟校
である石巻専修大学も被災した。それから約半年を経過した時点で、改
めて大震災を客観的に捉え、大学や企業の復興の足どりやリスクマネジ
メントからの分析、規模の大きさから敗戦後の復興との比較検討などを通
して、我々は何を考え、何をすべきか、検討したい。

11月18日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「リスクマネジメントから見た大震
災と復興」

PART2”東日本大震災と復興”

3月11日の東日本大震災は不況のさなかの日本を直撃し、現在復興に向
けて多くの課題に直面していることは周知の事実である。本学の兄弟校
である石巻専修大学も被災した。それから約半年を経過した時点で、改
めて大震災を客観的に捉え、大学や企業の復興の足どりやリスクマネジ
メントからの分析、規模の大きさから敗戦後の復興との比較検討などを通
して、我々は何を考え、何をすべきか、検討したい。

11月25日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

千代田区 ①
2011専修大学大学院公開講座
「戦後復興と大震災からの復興」

PART2”東日本大震災と復興”

3月11日の東日本大震災は不況のさなかの日本を直撃し、現在復興に向
けて多くの課題に直面していることは周知の事実である。本学の兄弟校
である石巻専修大学も被災した。それから約半年を経過した時点で、改
めて大震災を客観的に捉え、大学や企業の復興の足どりやリスクマネジ
メントからの分析、規模の大きさから敗戦後の復興との比較検討などを通
して、我々は何を考え、何をすべきか、検討したい。

12月2日
専修大学神田校舎
7号館3階731教室

専修大学大学院 無料

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

http://www.senshu-
u.ac.jp/sc_grsc/graduate_school/grsc_extension/005911.ht
ml

―

千代田区
⑤
⑦

第１2回環境展
法政大学の環境教育・研究，エネルギー・温暖化，資源リサイクルの取り
組みについてのパネル展示・企画や学生の自主的な活動の発表，特別
企画等を行います。

10月24日～28日
法政大学外濠校舎
１階メディアラウン
ジ

法政大学環境センター 無料 http://www.hosei.ac.jp/kankyoukenshou/index.html

千代田区 ①
キャリアデザイン学部連続シンポ
ジウム

美術・博物館に関するシンポジウムです。　　　（詳細未定） 10月28日

法政大学市ヶ谷
キャンパス
ボアソナード・タ
ワー26Fスカイホー
ル

法政大学キャリアデザイン学
部

無料 jcd@hosei.ac.jp

千代田区
①
③

法政大学能楽セミナー
日本の古典芸能や芸術・文化・歴史に関心をお持ちの方を対象に、能楽
に関する 新の研究成果を紹介するとともに、能楽の魅力に迫ります。
（全４回）

10月24日, 31日
11月14日, 21日

法政大学市ヶ谷
キャンパス
ボアソナード・タ
ワー26Fスカイホー
ル

法政大学
能楽研究所

無料 http://www9.i.hosei.ac.jp/~nohken/index.html

千代田区
①
④

企業家活動でたどる日本の金融
事業史　―わが国金融ビジネスの
先駆者に学ぶ―

金融事業における代表的な企業家を取り上げ、彼らの経営思想や革新
的な行動を通して、わが国金融システムの歴史的発展過程とその特色を
検証します。

第1部
10月22日第2部

11月19日
第3部

12月17日

法政大学市ヶ谷
キャンパス
ボアソナード・タ
ワー25階イノベー
ション・マネジメント
研究センターセミ
ナー室

法政大学イノベーション・マネ
ジメント研究センター

http://www.hosei.ac.jp/fujimi/riim/

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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千代田区 ④ サス研フォーラム 「CSRの新しいステージ」と題する講演と質疑応答を行います。 10月27日

法政大学市ヶ谷
キャンパス
富士見坂校舎1階
遠隔講義室

法政大学サステイナビリティ
研究教育機構

無料
サステイナビリティ研究教育機構
03-3264-9212

千代田区 ④ サス研フォーラム
「困窮者支援を事業として行うNPOの特徴」と題する講演と質疑応答を行
います。

11月17日

法政大学市ヶ谷
キャンパス
富士見坂校舎1階
遠隔講義室

法政大学サステイナビリティ
研究教育機構

無料
サステイナビリティ研究教育機構
03-3264-9212

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
2011年11月18日

（金）～20日（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

千代田区 ④
第30回明治大学社会科学研究所
公開講演会

「東日本大震災と明治大学の取り組み」をテーマとした講演会になりま
す。

11月26日
明治大学ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ
1022教室

明治大学社会科学研究所 無料 http://www.meiji.ac.jp/sha_ken/kouen/n-kouen.html

千代田区 ③
第35回明治大学人文科学研究所
公開文化講座

「孤立と社会」をテーマとした文化講座になります。 11月12日
明治大学ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓ
ﾝA1～A3会議室

明治大学人文科学研究所 無料 03-3296-4135

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
世界の民族音楽を聴く
レクチャー＆コンサート

10月15日
11月19日
12月17日

明治大学駿河台校
舎大学会館

明治大学  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の広域巨大地震に備える二元
復興論

10月16日
明治大学駿河台校
舎ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ

明治大学 無料  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座 3.11後の生と死を考える
10月29日
11月18日
12月17日

明治大学駿河台校
舎ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ

明治大学  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座 オペラの愉しみ－ひとつのアリアができるまで－ 11月5日
明治大学駿河台校
舎ｱｶﾃﾞﾐｰﾎｰﾙ

明治大学  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
オーケストラ　ファン・ヴァセナールによる室内楽シリーズ
「テレマンって誰でしょう？」隠された真実と魅力　どこに彼の本当の姿は
あるのか？

11月10日
明治大学駿河台校
舎ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ

明治大学  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
明治大学連合駿台会寄附講座
日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンに
ネットワーク社会の将来を聴く

11月11日
明治大学駿河台校
舎ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ

明治大学  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
明治大学・福井県連携講座
CMや映画を使った地域ブランド戦略

11月12日
明治大学駿河台校
舎ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ

明治大学 無料  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
明治大学・宮崎県連携講座　古事記編纂1300年記念講座
日向神話ゆかりの地　宮崎の魅力発見！

11月13日
明治大学駿河台校
舎ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ

明治大学 無料  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
明治大学・鳥取県連携講座
水木しげると谷口ジローの世界

11月26日
明治大学駿河台校
舎ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ

明治大学 無料  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

千代田区 ③
企画展「明治大学の国際交流130
年」

創立130周年記念展示の一環として、明治大学の国際交流の歩みと将来
像を紹介

10月7日～12月18日
明治大学博物館特
別展示室

明治大学創立130周年記念
事業実行委員会

無料
TEL:03-3296-4085
http://www.meiji.ac.jp/museum/

千代田区 ① 子どもはにわ教室
スケッチによる観察や、出土はにわの洗浄・接合作業を通して、体験しな
がらはにわとは何かを学ぶ

11月3日
明治大学博物館教
室

明治大学博物館 無料
TEL:03-3296-4448
http://www.meiji.ac.jp/museum/

千代田区
①②
③

明治大学の国際交流130年
明治大学の国際交流の将来像とその歩みをたどる。20世紀初頭に出現し
た〈神田・神保町中華街〉の紹介も行う

10月7日～12月18日
明治大学博物館特
別展示室

学校法人明治大学 無料
130chuka@mics.meiji.ac.jp

千代田区
①②
③

明治大学創立130周年記念展示
明治大学の現在と将来、そして明治大学創立者や輩出した人物を紹介す
る

10月7日（１階会場は
10月25日から）～11

月13日

明治大学リバティタ
ワー１階、２３階

学校法人明治大学 無料  history@mics.meiji.ac.jp

千代田区
①②
③

三木武夫展
明治大学創立130周年企画。明治大学出身総理大臣である三木武夫の
軌跡を紹介する

10月16日～12月22
日

明治大学大学会館
１階

学校法人明治大学 無料  history@mics.meiji.ac.jp

千代田区 ③④
シンポジウム　不信不立――　い
ま，三木武夫を問い直す

明治大学創立130周年企画。明治大学出身である三木武夫元総理大臣
の現代的意味について、元内閣総理大臣をはじめとする多彩なパネリス
トにより討論する

11月4日
13：00～15：30

明治大学リバティ
ホール

学校法人明治大学 無料 history@mics.meiji.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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

千代田区 ③
明治大学創立130周年記念音楽
祭　宇崎竜童・阿木燿子コンサー
ト　すべてはここから

明治大学創立130周年企画。明治大学出身のヒットメーカー宇崎竜童氏・
阿木燿子氏のこれまでの代表曲を中心に構成

10月23日
17：30～

明治大学アカデミー
ホール

学校法人明治大学 キャピタルヴィレッジ　03-3478-9999

千代田区 ③
明治大学創立130周年記念音楽
祭　阿久悠歌謡祭　愛よ急げ

明治大学創立130周年企画。明治大学出身の作詞家阿久悠氏によるヒッ
ト曲メドレー

10月28日
19：00～

明治大学アカデミー
ホール

学校法人明治大学 キャピタルヴィレッジ　03-3478-9999

千代田区 ③

日本橋美人博覧会共催イベント

江戸文化の彩り
－衣・食・遊－
　［講演会］

講演会
［1部］ 江戸の食と再現料理・江戸エコ行楽重
 - 昼食 -
［2部］ 染め　今・昔－天然染料の色合い－

10月29日
(土)

10:30～12:00/
昼食/

13:00～14:30

東京家政学院大学
千代田三番町キャ
ンパス

東京家政学院大学
附属図書館
042-782-9815

講演会　事前予
約制

昼食は、江戸エコ
行楽重を、実費
1,575円で予約取
寄せ受付ます。

千代田区 ③

日本橋美人博覧会共催　展示会

江戸文化の彩り
－衣・食・遊－

江戸期後半の「錦絵」、「江戸期染資料」、「和更紗」、「髪飾り」、「江戸料
理の再現標本」、「木地玩具」他の展示

10月21日～11月5日
10:00～17:00 日曜日

を除く14日間

東京家政学院大学
千代田三番町キャ
ンパス

東京家政学院大学 無料
附属図書館
042-782-9815

美人博覧会スタ
ンプラリー参加者
に、数量限定で、
本学伝統のﾊﾟｳﾝ
ﾄﾞｹｰｷを記念品と
して差し上げま

千代田区 ①
国立情報学研究所　市民講座第5
回

情報学に関連したテーマを一般向きに解説する公開講座です。今回の
テーマは「データを圧縮する－大量のデータを小さく収納するには？－」
です。

11月2日 学術総合センター
情報・システム研究機構国立
情報学研究所

無料 http://www.nii.ac.jp/shmin/
聴覚障がい者の
ための文字通訳
あり

千代田区 ④
国立遺伝学研究所公開講演会
2011「（タイトル準備中）」

東京・秋葉原にて、一般の方々を対象に国立遺伝学研究所教授３名によ
る講演が行われます。

11月5日
秋葉原コンベンショ
ンホール

情報・システム研究機構 国
立遺伝学研究所

無料 http://www.nig.ac.jp/

千代田区 ④ 第3回SPring-8コンファレンス
社会が抱える問題点について、国民、産学官関係者が情報を共有し、
SPring-8の特徴を一般社会に発信します。

11月1日, 2日
東京ステーションコ
ンファレンス6階

独立行政法人理化学研究
所、
財団法人高輝度光科学研究
センター、他

無料 http://www.spring8.or.jp/ja/

千代田区 ④ 第１１回ＮＩＭＳフォーラム
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26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.jp/

千代田区 ③ あかりの日　           街頭ＰＲ

各電力会社及び主催団体会員会社のご協力を得て、全国8地区・10箇所
で「住まいの照明省エネBOOK」「適時適照」「電球形蛍光ランプ」、そして
一般ユーザーから情報を集めるための「アンケートはがき」をPR封筒に入
れて街頭無料配布(11,000セット)を行います。

10月21日 ＨＰ参照

照明関連　四団体
社団法人日本電球工業会
社団法人日本電気協会
社団法人日本照明器具工業
会　　　　　　　　　　　　社団法
人照明学会

無料 http://www.akarinohi.jp/

千代田区 ③
開場45周年記念11月歌舞伎公演
「日本振袖始」 、 「曽根崎心中」

日本神話でおなじみの素戔鳴尊と八岐の大蛇の戦いを題材にした「日本
振袖始」と心中物を代表する「曽根崎心中」。坂田藤十郎の遊女お初は
1300回以上演じてきた当り役。大作者近松門左衛門の作品から、時代
物、世話物の傑作を45周年歌舞伎公演の第二弾にお送りします。

11月3日～26日
国立劇場
大劇場

独立行政法人
日本芸術文化振興会
国立劇場

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

千代田区 ③
企画展示
「仮名手本忠臣蔵」

歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」全十一段を、国立劇場が所蔵する錦絵・収蔵
資料・舞台写真をはじめ、衣裳や小道具などで紹介いたします。

10月3日～1月27日
(10/31・11/30・

12/29～1/2は休館)

国立劇場伝統芸能
情報館

独立行政法人日本芸術文化
振興会

無料 http://www.ntj.jac.go.jp/tradition/event/625.html

千代田区 ③ 11月上席公演 落語協会定席公演をおこないます。 11月1日～10日 国立演芸場
独立行政法人日本芸術文化
振興会
国立演芸場

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

千代田区 ③
演芸資料展
「爆笑王・喜劇王」

エノケン・ロッパ・金語楼・3代目歌笑を取り上げて「爆笑王・喜劇王」と呼
ばれた男たちの芸と生きざまを紹介いたします。

10月1日～12月20日
(10/24～28・30～

31・11/21～22・24・
28～30は休室)

国立演芸場演芸資
料展示室

独立行政法人日本芸術文化
振興会

無料 http://www.ntj.jac.go.jp/engei/event/87.html

千代田区 ③ 文化の日（11月3日）無料観覧日
文化の日（11月3日）は本館「ヴァレリオ・オルジャティ」展及び所蔵作品
展、工芸館「トラモンティ展」の観覧料金が無料です。

11月3日
東京国立近代美術
館　本館・工芸館

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

無料
http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

千代田区 ③ 所蔵作品展の無料観覧日
毎月第一日曜日は所蔵作品展の無料観覧日です。11月6日（日）は本館
「ヴァレリオ・オルジャティ展」及び所蔵作品展の観覧料金が無料です。

11月6日

東京国立近代美術
館　本館　所蔵品
ギャラリー、ギャラ
リー４

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

無料
http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

千代田区 ③ 所蔵作品展「近代日本の美術」
20世紀から現代までの絵画や彫刻はもちろん写真や版画など、10,000点
以上の所蔵作品から選ばれた約200点を展示します。

10月29日～1月15日
東京国立近代美術
館　本館　所蔵品
ギャラリー

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

千代田区 ③
所蔵作品展「近代日本の美術」
ハイライト・ツアー

ガイドスタッフによるハイライト・ツアー。
11：00-12：00　申込不要、参加無料（要観覧券）

11月6日
東京国立近代美術
館　本館　所蔵品
ギャラリー

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

千代田区 ③ ヴァレリオ・オルジャティ展
大胆な造形とシンプルなプラン（平面）をエレガントに結びつけるヴァレリ
オ・オルジャティ（1958− ）。ヴェネツィア建築ビエンナーレに出品された白
く美しい模型等を展示します。

11月1日～1月15日
東京国立近代美術
館　本館　ギャラ
リー４

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

千代田区 ③
ぬぐ絵画｜日本のヌード 1880－
1945

裸の人体を鑑賞するという新たな習慣が明治の日本に輸入され、やがて
根付くまでには、さまざまな騒動がありました。描く人、見る人、取り締まる
人、三つ巴の争いの中で生み出された裸体表現のさまざまを、洋画を中
心に約80点を展示します。

11月15日～1月15日
東京国立近代美術
館　本館　企画展
ギャラリー

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

千代田区 ③
 イタリア・ファエンツァが育んだ色
の魔術師 - グェッリーノ・トラモン
ティ展

イタリアが育んだグェッリーノ・トラモンティの活動のすべてを、日本国内に
おいてはじめて紹介する展覧会です。色彩豊かな絵付けを施した陶板
や、量感のあるフォルムに結晶釉を施した器物、厚手のガラス釉を駆使し
た陶額などを展示します。

9月10日～11月13日
東京国立近代美術
館　工芸館

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

千代田区 ③

 イタリア・ファエンツァが育んだ色
の魔術師 - グェッリーノ・トラモン
ティ展
ギャラリー・トーク

当館工芸課長によるギャラリー・トーク。14：00-15：00　申込不要、参加無
料（要観覧券）

11月6日
東京国立近代美術
館　工芸館

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館

http://www.momat.go.jp/
03-5777-8600（ハローダイヤル）

千代田区 ①
全国生涯学習ネットワークフォー
ラム２０１１

これからの新しい社会づくり・地域づくりについて、研究協議とネットワーク
づくりのためのフォーラムです。

11月5日, 6日
文部科学省第1講
堂ほか

全国生涯学習ネットワーク
フォーラム２０１１実行委員会

無料 http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/shougaigakushu/1307857.htm

千代田区 ③ AJALT交流会
当協会で日本語を学習している外国人およびその関係者に、日本文化に
触れるとともに会員教師と相互交流する機会を提供します（一般参加可。
ただし人数制限あり、要事前申し込み）。

11月19日 霞会館
公益社団法人国際日本語普
及協会

無料 http://www.ajalt.org

千代田区 ③
青少年のための日生劇場オペラ
教室オペラ「夕鶴」

音楽・演劇・美術等の総合芸術であるオペラの鑑賞機会を学校単位で
中・高校生に低廉な料金で提供し、本物の舞台芸術を楽しんで頂きます。

11月9日～11日 日生劇場
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団

03-3503-3115

千代田区 ③ 舞台フォーラム
日生劇場の舞台と実際にオペラで使用された舞台装置・照明・衣裳等を
第一線の専門家が説明し、若手舞台技術者のみならず、舞台愛好者に
舞台美術の魅力に触れて頂きます。

11月10日 日生劇場
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団

無料 03-3503-3115

千代田区 ③
ＮＩＳＳＡＹ　ＯＰＥＲＡ２０１１オペラ
「夕鶴」

国内外で活躍している実力派歌手による 高水準の日本のオペラを上演
します。

11月12日, 13日 日生劇場
公益財団法人ニッセイ文化
振興財団

03-3503-3115

千代田区 ① ＲＥＣコミュニティカレッジ 「親鸞聖人の生涯」をテーマに開催します。 10月22日
東京・大手町サンス
カイルーム

龍谷大学 http://rec-ryukoku.jp/

千代田区 ① ＲＥＣコミュニティカレッジ 「『歎異抄』にあらわれた親鸞聖人」をテーマに開催します。 11月12日
東京・大手町サンス
カイルーム

龍谷大学 http://rec-ryukoku.jp/

千代田区 ① ＲＥＣコミュニティカレッジ 「親鸞聖人とこころ」をテーマに開催します。 11月19日
東京・大手町サンス
カイルーム

龍谷大学 http://rec-ryukoku.jp/

千代田区 ② 上智大学言語学講演会
英国の応用言語学の重鎮
Ｋｅｉｔｈ　Ｊｏｈｎｓｏｎ氏を招聘しての講演会

11月17日
上智大学７号館特
別会議室

上智大学
国際言語情報研究所

無料 http://pweb.cc.sophia.jp/linstic/
英語
通訳なし

千代田区 ①③ 聖書講座
2日間で５つの講義があります。聖書を手がかりに西洋思想・文化の理解
を深めることを目的とします。今年度のテーマは「終末を生きる」です。部
分参加も可能です。

11月19日, 20日
上智大学
図書館内

上智大学
キリスト教文化研究所

上智大学キリスト教文化研究所
Tel　03-3238-3540、Fax 03-3238-4145

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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

中央区 ①
奈良まほろば館
産学官連携セミナー

奈良県･帝塚山大学・奈良大学・南都銀行が連携して開催する公開講座。
奈良の歴史・文化に関する講座を実施し、奈良の魅力を発信します。

11月6日 奈良まほろば館
奈良県･帝塚山大学･奈良大
学･南都銀行

無料 http://www.mahoroba-kan.jp/index.html 申込必要

中央区 ③

再映：
よみがえる日本映画 - 映画保存
のための特別事業費による
生誕百年　映画監督　吉村公三郎

本年の3月から4月にかけて開催した上映企画「よみがえる日本映画-映
画保存のための特別事業費による」ならびに「生誕百年 映画監督吉村公
三郎」のうち、東日本大震災の影響により上映が中止となった番組を再上
映するプログラムです。

10月1日～28日
東京国立近代美術
館　フィルムセン
ター（大ホール）

独立行政法人国立美術館東
京国立近代美術館フィルムセ
ンター

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

中央区 ③
映画女優　香川京子（併設：ＮＦＣ
コレクションでみる日本映画の歴
史）

1949年のデビュー以来、清潔な魅力と飾らない演技で人気を獲得し、成
瀬巳喜男、小津安二郎、溝口健二、黒澤明、内田吐夢ほか並みいる巨匠
たちとともに戦後の日本映画を彩ってきた女優・香川京子（1931-）。近年
香川氏本人より寄贈を受けたアルバムなどの資料を交えて、その女優人
生をたどります。

9月13日～
12月25日

東京国立近代美術
館　フィルムセン
ター（展示室）

独立行政法人国立美術館東
京国立近代美術館フィルムセ
ンター

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

中央区 ③
日本の文化・記録映画選　文化庁
『工芸技術記録映画』の特集」（仮
称）

重要無形文化財に指定された伝統工芸の優れたわざを記録して今年で４
０年目を迎える文化庁の「工芸技術記録映画」。１９７１年度の第１作『蒔
絵　松田権六のわざ』から２０１０年度の 新作までを集めて上映します。

9月13日～
12月26日

※金、土、日曜日の
み上映

東京国立近代美術
館フィルムセンター
（小ホール）

文化庁、独立行政法人国立
美術館東京国立近代美術館
フィルムセンター

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

中央区 ① 中央区まるごとミュージアム　2011

中央区全体が、各所、旧跡、画廊・美術館、水辺などさまざまな魅力にあ
ふれるミュージアムであることから、参加者である区民等がマップ付きの
パンフレットを手に区内を無料のバスや船で回遊しながら、中央区の文化
的な魅力を楽しむ1日とします。

10月30日
東京国立近代美術
館　フィルムセン
ター（展示室）

中央区、中央区文化・国際交
流振興協会、独立行政法人
国立美術館東京国立近代美
術館フィルムセンター

無料 http://www.momat.go.jp/fc.html

中央区 ③
ユネスコ「世界視聴覚遺産の日」
記念特別イベント

映画・映像は、他の芸術・資料と同様に、人類の貴重な文化遺産であり、
その保存は世界全体の大きな課題です。国際フィルム・アーカイブ連盟
（FIAF）と全世界のFIAF加盟機関は、「動的映像の保護及び保存に関する
ユネスコ勧告」の採択日（10月27日）を祝し、改めて映画・映像保存の大
切さを訴えます。（イベント内容は未定）

10月29日
東京国立近代美術
館　フィルムセン
ター（大ホール）

独立行政法人国立美術館東
京国立近代美術館フィルムセ
ンター

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

中央区 ③
７０周年記念創元展受賞作家新
作展

今年４月国立新美術館で開催した７０周年記念創元展において、受賞し
た３１名による新作品を一堂に展観するものです。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31日～11月6日
東京銀座画廊・美
術館

社団法人創元会 無料 http://www.sogenkai.or.jp/

中央区 ③ 第37創玄現代書展
今日の書を見据えながら「これからの書」を意識した魅力ある書展を目指
し、本会正会員の推薦作と、正会員及び準会員から選抜された意欲作を
展示しています。

11月1日～6日
東京セントラル美術
館

社団法人創玄書道会 無料 http://www.sogen@sogen

中央区 ④
2011年教育文化週間　展示会　鍼
灸の本

研医会図書館所蔵の鍼灸関係の本を展示いたします。天正、慶長から伝
わる古医書をご覧ください。

11月1日～7日
（祝日と土日は予約

の方のみ）

研医会図書館会議
室

財団法人　研医会 無料

http://www.Ken-i-kai.org

TEL：　03-3571-0194　（月・火・水・金の9:00～17:00）
研医会図書館

港区 ④
平成２３年度東京オフィスセミナー
「熊本大学から発信する省エネの
現状と未来」

熊本大学が積極的に取り組む 先端の省エネ研究について、風力発電、
太陽光発電、電力消費量の見える化、仮想的スマートグリッド、マルチ
エージェント方式蓄電システム、電力供給システムのインテリジェント化、
バイオ燃料電池等をキーワードに一般の方々に講演会を行います。

11月9日
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.kumamoto-u.ac.jp

定員100名程度

港区
①、
③

広島大学第39回東京イブニングセ
ミナー

広島大学の優れた特色ある教育研究の成果を、首都圏の人々に広く紹
介するセミナーです。12の大学院研究科の持ち回りで4回/年、学外講師
で2回/年の年6回開催しています。

11月18日
キャンパスイノベー
ションセンター

広島大学社会連携推進機
構、大学院文学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/liaison/

・哲学散歩
山内　廣隆（大学
院文学研究科教
授）
・「信ずる」こと
越智 貢（大学院
文学研究科教

港区
①、
③

港区立商工会館　CIC共催
産・学・官連携セミナー
～地方大学発！イチ押し研究～

地方大学における話題性に富んだ特色のある研究をご紹介します。 11月14日 港区立商工会館 港区立商工会館 無料
東京オフィス
TEL：03-5440-9065

音の歴史から日
本語の現在を知
る
佐々木勇（大学

港区 ① GRIPSフォーラム
独立行政法人 科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター長 の吉
川弘之氏にお話いただきます（詳細未定）。

10月24日
政策研究大学院大
学

政策研究大学院大学 無料  http://www.grips.ac.jp/jp/index.html03-6439-6037

港区 ③
六本木マスカレード　～仮装の祭
典2011～（仮）

「六本木マスカレード」の第2回目の開催が決定しました。詳細は検討中で
すが、昨年同様パレードやワークショップなど、企画が満載の予定です。
また、露店も出店しているので、ご家族でも楽しめるイベントです。

11月13日
星条旗通り、政策
研究大学院大学

六本木商店街振興組合 無料 ラクティブ六本木  http://www.ractive-roppongi.com

港区 　① 江戸前みなと塾
江戸前漁業の昔と今についての話を聞いたり、海に出て体験したりして、
江戸前の海について考えます。

10月8日, 22日, 11月
12日, 19日

東京海洋大学ほか
東京海洋大学江戸前ESD協
議会

無料 http://www.kaiyodai.ac.jp/event/1101/15798.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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
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港区
③
④

海洋学者
宇田道隆　資料展

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です。

11月7日～12月22日
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.ac.jp/

港区 ④
東工大主催公開講演会「東工大
の 先端研究」シリーズ

環境物質の起源を探る新しい技術：アイソトポマーー5種類の二酸化炭素
を例としてー

10月19日
東京工業大学田町
キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp

港区 ④
東工大主催公開講演会「東工大
の 先端研究」シリーズ 高速光ファイバ通信と光集積回路

10月28日
東京工業大学田町
キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp

港区 ④
東工大主催公開講演会「東工大
の 先端研究」シリーズ 魚のうろこコラーゲンの不思議：化粧品・再生医療への応用

11月2日
東京工業大学田町
キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp

港区 ④
東工大主催公開講演会「東工大
の 先端研究」シリーズ ナノを見る　－世界一の電子顕微鏡ー

11月9日
東京工業大学田町
キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp

港区 ④
東工大主催公開講演会「東工大
の 先端研究」シリーズ 電磁波でみる地震・火山・そして南極

11月16日
東京工業大学田町
キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp

港区 ④
東工大主催公開講演会「東工大
の 先端研究」シリーズ 人間の眼球運動機能と立体視を備えたロボットの眼

11月30日
東京工業大学田町
キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp

港区 ④
東工大主催公開講演会「日本再
生・科学と技術で未来を創造する」
シリーズ

東日本大震災の被害と今後の地震防災対策
10月27日

東京工業大学田町
キャンパス

東京工業大学
無料

http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp

港区 ①

言語文化研究所2011年度公開講
座「ウェルギリウスとホラーティウ
ス―黄金時代をつ
くった二人の詩人」

紀元前一世紀後半は、一般にラテン文学の黄金時代と称されます。その
代表的な存在が、ウェルギリウス（前70年～前19年）とホラーティウス（前
65年～前8年）の両詩人です。この講座では、第一人者の研究者の方々
をお迎えして、両詩人の作品について様々な角度からお話いただきます。

10月1日, 8日
慶應義塾大学三田
キャンパス　東館6
階G-SEC Lab

慶應義塾大学言語文化研究
所

無料
http://www.icl.keio.ac.jp/

言語文化研究所事務室（03-5427-1595）

港区 ①
2011年度　秋季港区民大学　英国
王室

英国王室について様々な面（料理、役割、国王の人物像など）から紹介す
る講座です。

10月1日,8日
慶應義塾大学三田
キャンパス

慶應義塾広報室・公益財団
法人港区スポーツふれあい
文化健康財団

無料 http://www.keio.ac.jp/ja/event/201110/kr7a43000006zhzz.html

港区 ④
2011 国際産学官連携シンポジウ
ム in Keio「技術移転の多様な評
価軸」

国内外の有識者を招き、「技術移転・産学官連携」をテーマとしたシンポジ
ウムを開催します。

10月14日
慶應義塾大学三田
キャンパス東館8階
ホール

慶應義塾大学 無料 http://www.rcp.keio.ac.jp/event/20111014_01.html

港区 ④
慶應義塾大学SFC Open
Research Forum 2011
「学問ノシンカ」

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスで行われている各領域の研究成果
を、産業界・官公庁・自治体、さらには広く一般の方に、セッションやワーク
ショップ、展示・デモンストレーションを通じて紹介する、毎年秋に開催され
る産学連携の研究発表会です。先端技術の紹介や社会への提言がなさ
れます。

11月22日, 23日
東京ミッドタウン
ホール＆カンファレ
ンス

慶應義塾大学SFC研究所 無料 http://orf.sfc.keio.ac.jp/

港区 ②③ 文化祭 学生による作品展示（折り紙等）や人形劇などを行います。 11月3日
聖徳大学幼児教育
専門学校

聖徳大学幼児教育専門学校 無料 http://www.seitoku.jp/kttcsu/

港区 ④ 国際シンポジウム
「（仮題）持続可能な未来の探求」と題する国際シンポジウムです。講演と
パネルディスカッションを行います。

11月20日
国際連合大学
ウ・タントホール

法政大学サステイナビリティ
研究教育機構

無料
サステイナビリティ研究教育機構
03-3264-9212

港区 ④ 第2回 Tishler-Omura 講演会
国内外から著名な研究者を招いて講演会並びに国際シンポジウムを開
催します。

10月29日
北里大学薬学部コ
ンベンションホール

北里大学北里生命科学研究
所

無料 http://www.kitasato-u.ac.jp/lisci/life/info/download/TOsymp2.pdf

港区 ③
明治学院チャペルコンサートシ
リーズ2011

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22日

・
（第2回）
11月25日

白金校地
チャペル
（礼拝堂）

学校法人
明治学院

http://www.meijigakuin.jp/concert/

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日～3日 白金校地
学校法人
明治学院

無料 http://www.meijigakuin.jp/

港区 ① 教育（社会教育・生涯学習） 地域医療者向け公開講座「呼吸音セミナー」 11月12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

東京慈恵会医科大学 http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/index.html

港区 ①
ことばのPicture book講座(ゲスト
イベント)

ことばのビジョンを掘り起こしながら、芸術の誕生に伴う人間としての痛み
にも真正面から向き合うことを探る講座です。

10月28日, 11月11日
近畿大学東京事務
所(神宮外苑ビル)

近畿大学　東京コミュニティカ
レッジ

 http://artstudium.org/

港区 ① 女性フォーラムin青山 基調講演とパネルディスカッション 10月6日
スパイラルホール
（青山）

白鷗大学 無料 http://hakuoh.jp/

港区 ②
第３回ユネスコスクール全国大会
―持続発展教育（ＥＳＤ）研究大会
―

ユネスコスクールの活動及び持続発展教育（ＥＳＤ）の実践研究について
の研究授業、テーマ別交流研修会、シンポジウム

11月12日
東京海洋大学・品
川キャンパス

文部科学省 無料 ユネスコスクールホームページ（http://www.unesco-school.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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

港区 ③
モダン・アート，アメリカン
―珠玉のフィリップス・コレクション
―

アメリカ初の近代美術館であるフィリップス・コレクションの所蔵品から、オ
キーフ、ホッパー、ロスコといった作家の作品を展観し、アメリカ近代絵画
の全貌を紹介します。

9月28日～12月12日
国立新美術館　企
画展示室１E

独立行政法人国立美術館国
立新美術館、フィリップス・コ
レクション、読売新聞社

http://www.nact.jp/exhibition_special/2011/american/index.html

港区 ① 平成23年度人権シンポジウム
国民の人権意識の高揚を図るために、「震災と人権　わたしたちに出来る
こと」　をテーマとしたシンポジウムを開催します。

10月23日 ヤクルトホール
法務省、財団法人人権教育
啓発推進センター

無料 http://www.jinken.or.jp

港区 ① コンパシートセミナー
児童・生徒を対象とする人権教育総合マニュアル「コンパシート〔羅針
盤〕」に基づく、参加・体験型人権教育です。

10月25日
財団法人人権教育
啓発推進センター

財団法人人権教育啓発推進
センター

無料 http://www.jinken.or.jp/archives/5389

テキストとして、人
権教育総合マ
ニュアル「コンパ
シート」（2,625円）
が必要。

港区 ①
平成23年度えせ同和行為対策セ
ミナー

企業の人権啓発担当者、経営者の方々を対象に、えせ同和行為への取
り組みについて考えていただくセミナーです。

10月31日 ニッショーホール
経済産業省中小企業庁、財
団法人人権教育啓発推進セ
ンター

無料 http://www.jinken.or.jp/archives/5541

港区 ① 定期上映会
人権ライブラリーで所蔵している作品を、毎月第３水曜日に上映していま
す。

10月19日, 11月16日
財団法人人権教育
啓発推進センター

財団法人人権教育啓発推進
センター

無料 http://www.jinken.or.jp/jinken-library

港区 ③ 第508回定期演奏会
ジョン・アダムス：ドクター・アトミック・シンフォニー(日本初演)
團伊玖磨：交響曲第6番「広島」

10月24日 サントリーホール 財団法人読売日本交響楽団 http://yomikyo.or.jp/

港区 ③ ウィーンの秋　　　名曲コンサート ウィンナ・オペレッタ　メリーウイドウ等の名曲を宇佐美瑠璃、田代誠で 11月17日
NHK文化センター
青山教室

NHK文化センター www.nhk-cul.co.jp/school/aoyama/

港区
①③
④

イブニングセミナーin東京
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。

11月4日
東京工業大学キャ
ンパスイノベーショ
ンセンター

山口大学時間学研究所 無料
http://www.rits.yamaguchi-u.ac.jp/
山口大学学術研究部研究推進課研究支援係
083-933-5011

港区 ③ ２０１１東京　　　　　　aaca景観
シンポジウム

東京の都市景観を考える・その魅力 10月21日 パナソニック 社団法人 協会事務局

港区 ③ 第二回　　　　　　　　ＡＡＣＡ展 協会会員及び一般参加者による展覧会 10月20日～26日 建築会館ギャラリー 社団法人 協会事務局

港区 ③ 第三回　　　　　　　　ＡＡＣＡ展 協会会員及び一般参加者による展覧会 10月27日～11月2日 建築会館ギャラリー 社団法人 協会事務局

港区 ③
2011日本・中国アニメ･フェスティ
バル／アニメ展

日中映像交流事業として、中国のアニメの歴史と現状を紹介及び、ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｭｰﾑを行います。①中国アニメシンポジューム②中国アニメ展④中国ア
ニメ・フェスティバル・映画週間

10月23日～26日
学）メイ･ウシヤマ学
園５Ｆハリウッドホー

ル
中国文化部 無料

新宿区 ③ 七代目　市川團十郎展
門外不出だった市川家の所蔵資料や学界未知の巡業資料を館蔵資料と
共に展示して、その波瀾に富んだ生涯を振り返ります。

9月21日～11月13日
早稲田大学演劇博
物館

早稲田大学演劇博物館 無料 http://www.waseda.jp/enpaku/special/2011danjuro07.html

新宿区 ③ 12代目市川團十郎講演 演題「七代目市川團十郎の芸と波瀾万丈の生涯」 9月26日(月)
早稲田大学演劇博
物館

早稲田大学大隈記念大講堂 無料 http://www.waseda.jp/enpaku/special/2011danjuro07.html

新宿区 ③
現代演劇シリーズ　企画展　「LIFE
with ART　～ダムタイプ『S/N』と９
０年代京都～」

京都を中心に活動するアーティスト・グループ「ダムタイプ」が、1990年代
に発表した作品『S/N』を取り上げます。パネルとビデオ映像の上映を通じ
て提示し、アートと社会との関係を考えます。

2011年9月21日～
2012年2月4日

早稲田大学演劇博
物館

早稲田大学演劇博物館 無料 http://www.waseda.jp/enpaku/index.html

新宿区 ③ 早稲田文化芸術週間
「早稲田文化」を社会に発信する目的で、2010年度から開始。期間中に開
催されるイベントは無料。実りの秋に、「早稲田文化」を堪能してみてはい
かがでしょう。

10月17日～11月3日
早稲田大学早稲田
キャンパス各所

早稲田大学文化推進部 無料 http://www.wasedabunka.jp/

新宿区 ③
多和田葉子・高瀬アキ　ワーク
ショップ「言葉と音楽　Vol.2」

11月21日
早稲田大学小野記
念講堂

早稲田大学文化構想学部 無料 http://www.wasedabunka.jp/

新宿区 ③
多和田葉子・高瀬アキ　パフォー
マンス「ベルリンから鴎」

11月22日
早稲田大学小野記
念講堂

早稲田大学文化構想学部 無料 http://www.wasedabunka.jp/

新宿区 ③

早稲田大学芸術功労者・阿刀田
高講演会
　「小説をどう書くか、どう読むか」

11月28日
早稲田大学小野記
念講堂

早稲田大学文化推進部 無料 http://www.wasedabunka.jp/

新宿区 ③ 没後50年　津田左右吉展 10月15日～12月4日
早稲田大学26号館
10階125記念室

早稲田大学文化推進部・美
濃加茂市民ミュージアム

http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/culture/110810.htm

新宿区 ③
創立125周年記念寄贈作品による
「都市と絵画」展

10月3日～11月6日
早稲田大学會津八
一記念博物館

早稲田大学會津八一記念博
物館

http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

新宿区 ③
学習院女子大学
感劇市場

柿喰う客公演（演劇） 11月5日, 6日 学習院女子大学
学習院女子大学
感劇市場
実行委員会

 http://www.kangeki-ichiba.org/（予定）FAX：03-3203-7193（24時間受付）

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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新宿区 ①,③ 公開講座

「江ゆかりの増上寺界隈を歩く」
「江」ゆかりの史跡がある増上寺周辺を歩きながら、徳川将軍家の歴史を
お話
します。

10月28日
東京理科大学
神楽坂キャンパス
森戸記念館

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ①,③ 公開講座
「足・脚・骨盤Ｃｈｅｃｋ　ｕｐ！」
体重をしっかり支えて機能できる足腰へ、補強改善・再教育のエクササイ
ズを学ぶことができます。

10月29日
東京理科大学
神楽坂キャンパス
森戸記念館

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ①,③ 公開講座
「自分でできるフットセラピー・プラス」
快適な毎日を送るために、健康的な足になること、そして美しい足をめざ
します。

10月29日
東京理科大学
神楽坂キャンパス
森戸記念館

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ① 公開講座

「漢方の理論と実際」
漢方医学の技術と、インド哲学にねざした仏教医学を融合させた「五輪
砕」の
世界に光を当て、現代に応用できる治療法を紹介します。

11月5日, 19日
東京理科大学
神楽坂キャンパス
森戸記念館

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ① 公開講座

「ＩＴ経営体感ケース研修」
ＩＴを活用した経営改革をいかにして実現するのかを疑似体験していただく
ことが
できます。

11月11日, 18日
東京理科大学
神楽坂キャンパス
森戸記念館

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ① 公開講座
小学生向け科学実験教室「空気って　な・あ・に」
原子や分子について、予想と実験でとことんつきとめます。

11月12日, 13日
東京理科大学
神楽坂キャンパス

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ①,③ 公開講座

「いつまでも若く美しくいるための顔筋法」
顔の筋肉を動かして深層部にはたらきかけ、代謝を高めるエクササイズ
の他、気になる「たるみ」や「くすみ」の対処法と、自宅でも簡単に出来る手
技を紹介します。

11月12日
東京理科大学
神楽坂キャンパス
森戸記念館

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ①,③ 公開講座

「人物写真撮影～一眼レフカメラレベルアップコース」
今まで以上に人物を素敵に取れるコツをマスターし、一眼レフカメラのレベ
ルアッ
プを図ります。

11月12日, 26日
東京理科大学
神楽坂キャンパス

東京理科大学 www.tus.ac.jp/manabi/

新宿区 ①③ 工学院大学創立125周年企画
～大学ゆかりの人物シリーズ～「日本の民家と建築史家・伊藤ていじ」講
座を開講します。

10月15日
工学院大学新宿
キャンパス

工学院大学オープンカレッジ http://www.kogakuinuniv-ext.jp/index.php

新宿区 ①④ 工学院大学オープンカレッジ サイエンス　カフェで「iＰＳ細胞と再生医療の 先端」講座を開講します。
10月28日,11月11

日,12月2日
工学院大学新宿
キャンパス

工学院大学オープンカレッジ http://www.kogakuinuniv-ext.jp/index.php

新宿区
①③
④

工学院大学オープンカレッジ
「科学」「建築デザイン」「ビジネス」「デジタル」「歴史と文化」「趣味と教養］
「語学」のジャンルで全47講座を開講します。

10月2日～12月22日
工学院大学新宿
キャンパス

工学院大学オープンカレッジ http://www.kogakuinuniv-ext.jp/index.php

新宿区 ①③ 工学院大学孔子学院 「中国語講座」「趣味と教養」のジャンルで全30講座を開講します。 9月30日～12月21日
工学院大学新宿
キャンパス

工学院大学孔子学院 http://www.kogakuin.ac.jp/cik/index.html

新宿区 ①④
工学院大学技術者能力開発セン
ター

情報セキュリティのスペシャリストを育成する講座を開講します。 9月10日～12月24日
工学院大学新宿
キャンパス

工学院大学技術者能力開発
センター

http://www.kogakuin.ac.jp/cpd/index.html

新宿区 ①③
工学院大学創立記念日シンポジ
ウム〔創立記念特別企画〕

「東日本大震災における減災と情報通信の取り組み」として、震災時の通
信設備の被害状況や課題等の通信大手３社による講演

10月29日
工学院大学新宿
キャンパス

工学院大学 無料 http://www.kogakuin.ac.jp/

新宿区 ③
神楽坂まち飛びフェスタ2011での
フォトキャラバン

無形文化遺産をテーマにした写真コンテストの入賞作品を展示してアジア
太平洋諸国の多様な文化を紹介します。

10月21日～25日
飯田橋セントラルプ
ラザラムラ

神楽坂まち飛び実行委員会
神楽坂まち飛びフェスタ2011：http://machitobi.net/
フォトキャラバン：http://www.accu.or.jp

神楽坂まち飛び
フェスタ2011は10
月15日～11月3
日で開催していま
す。
フォトキャラバン

新宿区 ①
アジア太平洋諸国の学校外教育
教材展示会

ACCUが事業を推進する中で制作・収集したアジア太平洋諸国の学校外
教育の教材を展示します。

10月24日～11月11
日

(土日、祝日除く)
ACCUライブラリー

財団法人ユネスコ・アジア文
化センター(ACCU)

無料
財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)
http://www.accu.or.jpl

ライブラリー会館
時間は10時～17
時で、事前予約
制です。

新宿区 ④
第14回薄膜基礎講座-基礎から
しっかり学べる薄膜-

当講座では、実例やデモ実験を交えながら「薄膜のすべて」を分かりやす
く解説します。入門編として薄膜をあつかうベースを短期で形成したい方
に 適です。

11月14日～15日
東京理科大学　森
戸記念館　第1
フォーラム

社団法人日本表面科学会 http://www.sssj.org/

新宿区 ① お話し会 田中舘　愛橘博士についての講演を行います。 11月12日 東京ビジネスホテル
国際日本語学会日本ローマ
字会

無料 075-771-0257

新宿区 ③ 展覧会 「感じる服　考える服：東京ファッションの現在形」
10月18日～12月25

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　/　文化学園大
学　文化ファッション研究機構

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

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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新宿区 ③ 音楽公演

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮
ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィルハーモニー管
弦楽団

10月19日, 20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

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

新宿区 ③ 音楽公演 竹島悟史　パーカッション　リサイタル 11月1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/

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11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/

新宿区 ③
第7回オペラシティ・マチネーシ
リーズ

ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
シューベルト：交響曲第7番「未完成」
ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏
曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R.シュトラウ

11月19日
東京オペラシティコ
ンサートホール

財団法人読売日本交響楽団 http://yomikyo.or.jp/

新宿区 ③ 観世九皐会十一月定例会 能楽の公演。能「班女」・「女郎花」ほか狂言・仕舞を上演。 11月5日（土） 矢来能楽堂 社団法人　観世九皐会 http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/

文京区 ①
平成23年度
大学評価フォーラム

『グローバル時代における新しい質保証―国際機関の取り組みからみえ
る「機能」とは―』をテーマとし、講演及びパネルディスカッション等を行い
ます。

10月26日（水）
東京大学
安田講堂

独立行政法人大学評価・学
位授与機構

無料 http://www.niad.ac.jp/n_kenkyukai/1190701_1207.html

文京区 ①
公開講演会「共に生きる～本当に
意味のある国際協力とは～」

「共に生きる」社会の実現に向けて、私たちにできる国際協力とは何かを
考えます。（講師：NPO法人宇宙船地球号　山本敏晴氏）

11月1日
お茶の水女子大学
共通講義棟2号館
201

お茶の水女子大学グローバ
ル協力センター

無料 http://www.ocha.ac.jp/information/20110826.html

文京区 ④
四女子大学共催イベント　第5回
サイエンスフェスティバル

「輝く理系の女性たち」をテーマに、特別講演、OGパネル・ディスカッショ
ン、実験体験コーナーを開催します。

11月5日 お茶の水女子大学
お茶の水女子大学、津田塾
大学、東京女子大学、日本女
子大学

無料 http://www.ocha.ac.jp/sf2011/index.html

文京区 ③
平成23年度東京大学附属図書館
特別展示

東京大学附属図書館では、毎年、全学で所蔵する貴重な資料を学内外
の皆様にご覧いただくため特別展示を行っている。今年度は「総合図書
館貴重書展　江戸　いきもの彩々」と題し、開催する。

10月28日～11月20
日

東京大学総合図書
館3階ロビー

東京大学附属図書館 無料 http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/index.html

文京区
①、
④

第20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。

10月30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/PL20 事前申込不要

文京区 ①
東京大学生物生産工学研究セン
ター国際シンポジウム「植物バイ
オテクノロジーの新展開」

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 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15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

無料

東京大学生物生産工学研究センター環境保全工学部門
山根久和
Tel:03-5841-3067
Mail:ayamane@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

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

事前申込不要

文京区 1
城之内　ミサ
「世界遺産トーチランコンサート～
未来を担う子どもたちへ～」

ユネスコ本部パートナーシップ事業ユネスコ平和芸術家城之内　ミサ世界
遺産トーチランコンサート
～Peace of mind～キャンペーン
東邦音楽大学附属東邦中学校・高等学校合唱団

10月24日
文京シビック
大ホール

東邦音楽大学附属東邦中学
校・高等学校

 http://www.toho-music.ac.jp03-3946-9668

文京区 1 シビックコンサート
東邦音楽短期大学生による
エレクトーンコンサート

10月26日
文京シビック
区民ひろば

東邦音楽短期大学 無料  http://www.toho-music.ac.jp049-235-2157

文京区 1
大塚病院院内
ミニコンサート

東邦音楽大学附属中学校・高校の生徒による
ボランティアミニコンサート

10月27日 都立大塚病院 東邦音楽大学 無料  http://www.toho-music.ac.jp049-235-2157

文京区 1 サタデーコンサート
東邦音楽大学・短期大学教員による
室内楽の演奏会

11月5日
三室戸学園
創立50周年記念館
ホール

東邦音楽大学
東邦音楽短期大学

無料  http://www.toho-music.ac.jp03-3946-9667

文京区 1
大塚病院院内
ミニコンサート

東邦音楽大学学生（ｻｸｿﾌｫﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ）
によるボランティアミニコンサート

11月17日 都立大塚病院 東邦音楽大学 無料  http://www.toho-music.ac.jp049-235-2157

文京区 ②
ニュー・ストリーム・コンサート　16
～ヴィルトゥオーソ学科演奏会2～

ヴィルトゥオーソ学科の各専攻から選抜された優秀者による学外演奏会。 11月25日 トッパンホール 武蔵野音楽大学 http://www.musashino-music.ac.jp

文京区 ①
「エクステンション講座A」
『源氏物語』全巻を読む-「梅枝」
巻・「藤裏葉」巻-

原文の持つ味わいを 大限に生かしながら、源氏物語世界を楽しみたい
と思います。

10月17日～12月5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6日

文京区 ①
「エクステンション講座A」
百人一首を通読する

100首を通読することで、編者定家の歌観についても考える機会を得られ
れば、本講座の企画も恙なく終了することになります。

10月18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6日

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21日～11月25
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11日

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-顔真
卿の筆法を学ぶ-

顔真卿の『争坐位稿』と『祭姪文稿』を取り上げ、実技と鑑賞を交えて、顔
真卿の筆法と表現方法を紐解きながら創作へと発展させていく予定で
す。

10月21日～11月25
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11日

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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
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文京区 ①
「エクステンション講座B」
東洋思想への誘い-インド哲学・仏
教のエッセンスを探る-

生死の問題に関し仏教が何を考え、どのような取り組みをしてきたか、時
代や地域ごとの特色を見ながら考えていきます。

10月8日～10月29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
9月28日

文京区 ①
「エクステンション講座B」
死生学の諸相-死とは 後まで、絶望
に屈せず生ききることにほかならない-

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、とりわけ生
きがいという観点から論じてみたい。

10月8日～11月26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
9月28日

文京区 ①

「エクステンション講座B」
共に生きる、人を結ぶ、地域を繋
ぐ-共生思想から共生再生・創造
へ-

理論的認識、実証的理解、実践的課題について、現場の実践者を交えて
考察をめぐらせようとするものである。

10月19日～11月16
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7日

文京区 ①
「エクステンション講座B」
論語の智恵に学ぶ

人間と社会のありようを考えようとするときに、『論語』をひもとくと、そこに
は示唆に富む箴言が豊富である。あらてめて『論語』の智恵を探求した
い。

10月27日～11月24
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17日

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-

日独比較シリーズの第5弾、グローバルな視点を入れて日独関係を考え
ます。近代になって日本に亡命したドイツ知識人、斉藤茂吉のドイツ体験
の問題を取り上げ、日独関係の文化的側面を歴史的に振り返りながら考
えます。

10月29日～11月26
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19日

文京区 ①
「白山キャンパス学術講演会」
本当の「豊かさ」とは？

「性善説」をキーワードに、「豊かさ」の意味について考え直す場を提供で
きればと思います。

11月17日
東洋大学
白山キャンパス

東洋大学生涯学習センター 無料 http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/
申込締切は
11月9日

文京区 ①③
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─」

「学」「旅」「詩」「物」をキーワードにして、井上円了の愛用品などの資料を
展示し、その人となりを紹介します。

10月15日～1月31日
東洋大学井上円了
記念博物館

東洋大学井上円了記念博物
館

無料 http://www.toyo.ac.jp/museum/

文京区 ③
展示
「上代タノ平和文庫」創設40周年
記念展

上代タノ第6代学長が「女性が国際平和の問題について問題意識を明確
に持ち、平和への推進力となることを念願」して創設した文庫の40周年記
念展示です。

10月25日～12月16
日　　　　　　　開館
日・時間はﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞを参照してくださ

目白キャンパス 日本女子大学図書館 無料 http://www.lib.jwu.ac.jp/

文京区 ①③ 藝術の宗教学 藝術と宗教との関係性について、特に映画の観点から考えます。 11月4日,18日 目白キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html 定員30名

文京区 ①
美しい姿勢をつくるチェアエクササ
イズ

全て椅子に座って無理なく運動します。全身のストレッチに続き、骨盤の
傾きを維持する運動、 後にクラシックバレエの上半身の動きを行いま
す

11月10日 目白キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html 定員15名

文京区 ①②
秋の目白キャンパスを親子で散策
する

キャンパス内の散策をとおして植物の季節変化を肌で感じます。散策中
に観察される植物の解説の他、葉や木の実を適宜採集し標本つくりを行
います

11月12日 目白キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

無料 http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html 親子10組20名

文京区 ①④ 遺伝子解析の歴史と展望
遺伝子解析技術の進歩について易しく解説しながら、歴史を振り返り、遺
伝子解析によりもたらされる未来社会について述べます。

11月7日 目白キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html 定員30名

文京区 ① 首都直下地震に備える
大地震を正しく理解し、自分の備えを厚くして家族を守る「自助編」と、家
族が生きるために地域と助け合っていくための「共助編」という視点から
災害に備える講座です。

11月12日,26日 目白キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html 定員30名

文京区 ①② 子どもとの関わりを考える
子どもと豊かなコミュニケーションをとるために、おとなとして工夫できるこ
とはどのようなことか、言語以外の要素がコミュニケーションに与える影響
を理解し、体験的に学びます。

11月22日 目白キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html 定員30名

文京区 ①④ 物理学と哲学からみた原子力
原子炉における「安定性」と「安全性」の問題を、物理と哲学の両面からと
らえながら、原子力安全と科学技術について何が足りないのかを考えま
す。

11月24日 目白キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html 定員30名

文京区 ①
跡見学園女子大学
平成23年度秋期公開講座

サステイナブル・ビジネスって何？
－大震災の後で考える生活とビジネスの持続可能性－　定員100名

第１回（11/5）　サステイナブルな企業とは何か－多様なリスクに対応する
企業戦略－
第２回（11/12）　サステイナブルなまちづくり－環境にやさしく、誰にでも快
適で安心な空間は－
第３回（11/19）　サステイナブルな生活とエコビジネス－地球１個分の暮
らし－

11月5日～19日
毎週土曜全3回
13:00～15:00

跡見学園女子大学
文京キャンパス

跡見学園女子大学 無料   跡見学園女子大学文京キャンパス事務室　公開講座係03-3941-7420

文京区 ①
公開講座「健康を考える」－老化
による病気と治療－

老化に関連する病気の予防と治療について、6つの講義をそれぞれの専
門の先生がわかりやすく解説します。

10月5日～11月9日
までの毎週水曜日

東京医科歯科大学
特別講堂（歯科棟
南４階）

東京医科歯科大学 http://www.tmd.ac.jp/outline/open-lecture/daigaku/index.html

応募期限は平成
23年9月9日（金）
まで

文京区 ①② 読書会コーディネータ養成講習会
読書会の運営に必要な知識・技能等を身に着けた読書会コーディネータ
を養成し、読書会の普及を目的とします。

11月5日
大阪市立東成図書
館

社団法人全国学校図書館協
議会

http://www.j-sla.or.jp/seminar/dokusyokaicoordinator.html

文京区 ①② 学校図書館セミナー
第13回図書館総合展／学術情報オープンサミット2011のの中で学校図書
館に関する講演・研究発表を行います。

11月9日 パシフィコ横浜
社団法人全国学校図書館協
議会

http://www.j-sla.or.jp/

文京区 ④
史学会大会公開シンポジウム「歴
史のなかの公と私」

世界史の各時代と地域に固有の「公と私」があったのではないかという問
題意識から、
公私の枠組みについて、大津透（日本古代史）、島田誠（ローマ史）、柳橋
博之（イスラーム史）の各氏が報告します。

11月5日
東京大学文学部1
番大教室

財団法人史学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/hsj/

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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
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文京区 ④
日本近世史シンポジウム「身分的
周縁と地域社会」

身分的周縁と地域社会というテーマに即し、竹ノ内雅人、三田智子、吉田
ゆり子、塚田孝の各氏が報告します。

11月6日
東京大学文学部2
番大教室

財団法人史学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/hsj/

文京区 ④
(社)全日本鍼灸学会　関東支部
市民講座　「 鍼治療を基本とした
癌に関する免疫治療 」

医学の進歩とその恩恵を社会一般の方々へ還元するための事業の一環
として「市民公開講座」を開催しております。

11月17日
東京大学 鉄門記念
講堂

社団法人全日本鍼灸学会
関東支部

無料 http://www.jsam.jp/

文京区
①②
④

公開シンポジウム「動画で見る海
の生物の世界」

普段めったにお目にかかれない海洋生物の貴重な映像を生物学上の重
要性も交えてわかりやすく解説します。

11月19日
東京大学理学部講
堂

社団法人日本動物学会、マリ
ンバイオ共同推進機構

無料
http://www.zoology.or.jp/kantou/index.asp
http://www.shimoda.tsukuba.ac.jp/~jambio/index.html

文京区 ①
公開講座［透明マントは作れる
かー光科学の 先端ー

光の屈折の法則、速度、光格子時計の原理とその正確さの理由等を解
説します。

11月5日
東京大学小柴ホー
ル

社団法人日本物理学会 無料 公開講座係03-3434-2671

文京区 ①③ 日本のローマ字社　秋の研究大会
一般の方を対象とした、漢字を使わない日本語のあり方を探る研究発表
会です。参考資料も差し上げます。

11月3日 ＮＲＳ事務所 財団法人日本のローマ字社 www.age.ne.jp/x/nrs

文京区 ③ 第43回研究会 かな書の創作への展開（臨書から作成）を学びます。 10月16日
文京シビックセン
ター

一般社団法人　日本かな書
道会

無料 0474-65-9231

台東区 ③
企画展「彫刻の時間—継承と展開
—」

　藝大所蔵の名品を中心に日本彫刻の歴史を一望するとともに、美術学
部彫刻科名誉教授、現職教員の作品を公開します。

10月7日～ 11月6日 東京藝術大学大学
美術館

東京芸術大学
http://www.geidai.ac.jp/museum/
ハローダイヤル 03-5777-8600

台東区 ③
山田一雄自筆譜展－東京藝術大
学附属図書館貴重資料展－

２０１１年の山田一雄没後２０年と翌２０１２年に迎える生誕１００年という
区切りの年を記念し、自筆譜及びご遺族の所蔵品を初公開します。

11月7日
～

12月3日

東京藝術大学附属
図書館２階目録室

東京藝術大学附属図書館 無料 050-5525-2420

台東区 ③ 「山田一雄自筆譜展」記念講演会
「山田一雄自筆譜展」を記念し、現代日本音楽評論の第一人者片山杜秀
氏による講演会「作曲家山田一雄－マーラーと日本的なるもののはざま
で－」を開催します。

11月21日
18:00開場

東京藝術大学美術
学部中央棟第１講
義室

東京藝術大学附属図書館 無料 050-5525-2420

台東区 ②
木曜コンサート
古楽

毎月第３木曜日（５月は第４）に、学生による演奏会をおこなっています。
午後のひとときを、ごゆっくりとお楽しみください。

10月20日
旧東京音楽学校
奏楽堂

（財）台東区芸術文化財団
　東京藝術大学音楽学部

http://www.taitocity.net/taito/sougakudou/

台東区 ③
藝大フィルハーモニア
定期演奏会
（藝大定期第347回）

エルガー：
チェロ協奏曲 ホ短調 作品85
交響曲第1番 変イ長調 作品55

尾高忠明（指揮） 他

10月21日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学音楽学部
東京藝術大学演奏藝術セン
ター

http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②
東京藝術大学音楽学部
附属音楽学校
第23回定期演奏会

《邦楽合奏》
《オーケストラと合唱》

附属音楽高等学校生徒 他

10月29日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学音楽学部附属
音楽学校

無料
事前申し込み制

http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ③
藝大プロジェクト2011
元禄～その時、世界は？ 第5回
二人の巨人～バッハと八橋検校

レクチャー：「六段の調」はキリシタン音楽！？
皆川 達夫（立教大学名誉教授）

バッハ：　《ブランデンブルク協奏曲》より　他
安藤政輝（生田流箏曲）　他

10月30日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学演奏藝術セン
ター
東京藝術大学音楽学部

http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②
ハイドン・シリーズ 第1日
室内オーケストラ演奏会

ハイドン：
交響曲第７番 ハ長調「昼」
ピアノ協奏曲　ニ長調　他

迫 昭嘉（ピアノ）　他

11月5日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学演奏藝術セン
ター
東京藝術大学音楽学部

http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②
うたシリーズⅩⅠ
イタリア歌曲の楽しみ

第1部「時空を超えたダンテとペトラルカ」
第2部「イタリア近代歌曲の展望　Vol.2」

多田羅 廸夫（Bar） 他

11月6日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学演奏藝術セン
ター
東京藝術大学音楽学部

http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②③ モーニング・コンサート9
選抜された優秀学生が、プロフェッショナルオーケストラと共演する学生主
役の演奏会。約40年前から継続しているもの。

11月10日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学音楽学部
無料

（要整理券）
http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②
藝大学生オーケストラ
定期演奏会第45回
（藝大定期第348回）

R.ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第１幕への
前奏曲 他

青山聖樹（オーボエ） 他

11月11日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学音楽学部
東京藝術大学演奏藝術セン
ター

http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②③
ハイドン・シリーズ 第2日
室内楽演奏会

ハイドン：《弦楽四重奏曲第75番》ト長調　Hob.Ⅲ-75　Op.76-1(1797頃）
他

クァルテット・アーニマ 他

11月12日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学演奏藝術セン
ター
東京藝術大学音楽学部

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

台東区 ②
木曜コンサート
作曲

毎月第３木曜日（５月は第４）に、学生による演奏会をおこなっています。
午後のひとときを、ごゆっくりとお楽しみください。

11月17日
旧東京音楽学校
奏楽堂

（財）台東区芸術文化財団
　東京藝術大学音楽学部

http://www.taitocity.net/taito/sougakudou/

台東区 ②③
藝大フィルハーモニア
合唱定期演奏会
（藝大定期第349回）

ベートーヴェン：ミサ・ソレムニス ニ長調 作品123

高関 健（指揮）、藝大フィルハーモニア
11月18日

東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学音楽学部
東京藝術大学演奏藝術セン
ター

http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②③
第10回奏楽堂トーク＆コンサート
学長と語ろうコンサート

トーク・テーマ：藝術のもたらすもの
ゲスト：山田洋次（映画監督）

山田洋次監督作品の映画音楽 他
山本正治（指揮） 他

11月19日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学
無料

事前申し込み制
http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ②③
藝大21
藝大アート・スペシャルアート2011
障がいとアート

ドビュッシー：交響詩「海」
羅忠鎔（ロウツォンロン）：「羅錚の絵」　他

シルヴァン・カンブルラン（指揮）　他

11月20日
東京藝術大学
奏楽堂

東京藝術大学
無料

事前申し込み制
http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/index.html

台東区 ③
ランチタイム・コンサート
古楽への誘い２

櫻井茂（上野学園大学准教授／同古楽研究室主任）による演奏会。 10月12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.ishibashimemorial.com

台東区 ③
横山幸雄 プレイエルによるショパ
ン ピアノ独奏曲全曲演奏会 第12
回

横山幸雄（上野学園大学教授）による演奏会。 10月17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

http://www.ishibashimemorial.com

台東区 ③
第1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。 10月28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.uenogakuen.ac.jp

台東区 ③
第24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29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.uenogakuen.ac.jp

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2日, 3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.uenogakuen.ac.jp
入場に際して、氏
名等の申告を必
要とします。

台東区 ③
ランチタイム・コンサート
オルガンとフルートと～華麗なる
競演

小林英之（パイプオルガン：上野学園大学教授）と三上明子（フルート：上
野学園大学教授）による演奏会。

11月9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.ishibashimemorial.com

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。

11月12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.uenogakuen.ac.jp

台東区 ③
第60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19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.uenogakuen.ac.jp

台東区 ③ 留学生の日
日本で学ぶ外国人留学生が、東京国立博物館の観覧を通して日本の文
化や伝統に触れ我が国に対する一層の理解を深めていただくため、「留
学生の日」として、総合文化展を無料でご覧いただきます。

10月8日 東京国立博物館 東京国立博物館 無料 http://www.tnm.jp/
留学生のみ総合
文化展無料

台東区 ③
法然上人８００回忌・親鸞上人７５
０回忌　特別展「法然と親鸞  ゆか
りの名宝」

鎌倉仏教の二大宗祖、法然と親鸞の全体像を一緒に紹介する史上初の
展覧会です。

10月25日～12月4日
東京国立博物館
平成館

東京国立博物館
ＮＨＫ
ＮＨＫプロモーション
朝日新聞社

http://www.tnm.jp/

台東区 ③

第45回オープンレクチャー「モノ／
イメージとの対話」
《日本美術史における様式の複線
性―様式の選択と編集―》
①平安時代前期から後期へ－六
波羅蜜寺十一面観音像の造像－
②鎌倉時代から室町時代へ－中
世やまと絵様式の源流と再生－

台東区との連携事業「上野の山文化ゾーンフェスティバル」の講演会シ
リーズ のプログラムの一つとして企画され、東京文化財研究所が行って
いる研究成果について広く一般に公開する。

11月11日
東京文化財研究所
地下1階セミナー室

東京文化財研究所／台東区 無料 http://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/torikumi/uenonoyama/koenkai.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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

台東区 ③

第45回オープンレクチャー「モノ／
イメージとの対話」
《古美術のコンセプト》
①室町漢画の基盤－周文と雪舟
の場合－
②平安～鎌倉時代の印仏－スタ
ンプのほとけ－

台東区との連携事業「上野の山文化ゾーンフェスティバル」の講演会シ
リーズ のプログラムの一つとして企画され、東京文化財研究所が行って
いる研究成果について広く一般に公開する。

11月12日
東京文化財研究所
地下2階セミナー室

東京文化財研究所／台東区 無料 http://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/torikumi/uenonoyama/koenkai.html

台東区 ③ 黒田記念館特別公開
上野の山文化ゾーンフェスティバル講演会シリーズ の行事の一環とし
て、通常は木･土曜13時から16時までの公開を、1日から6日まで、9時か
ら17時まで無休で開館する。

11月1日～6日 黒田記念館
東京文化財研究所／東京国
立博物館

無料 http://www.tobunken.go.jp/kuroda/

台東区 ③ 無料観覧日 常設展示室および版画・素描展示室を無料でご覧いただけます。 11月3日
国立西洋美術館
常設展示室

独立行政法人国立美術館国
立西洋美術館

無料 http://www.nmwa.go.jp/

台東区 ③ 常設展示
松方コレクションをはじめ、中世末期から20世紀初頭にかけての西洋絵
画と、ロダンを中心とするフランス近代彫刻を本館、新館、前庭で年間を
通じて展示しています。

国立西洋美術館
常設展示室

独立行政法人国立美術館国
立西洋美術館

http://www.nmwa.go.jp/
高校生以下およ
び18歳未満の
方、65歳以上の

台東区 ③ 美術トーク
ボランティアスタッフによるギャラリートーク。常設展示室の作品4～6点
を、参加者と一緒に鑑賞します。

11月5日, 6日
国立西洋美術館
常設展会場

独立行政法人国立美術館国
立西洋美術館

無料 http://www.nmwa.go.jp/ 要常設展チケット

台東区 ③
企画展「プラド美術館所蔵　ゴヤ
光と影」

ゴヤの比類なきコレクションで知られる国立プラド美術館の全面的な協力
を得て開催する、日本では40年ぶりとなる本格的なゴヤ展です。

10月22日～2012年1
月29日

国立西洋美術館
企画展示室

独立行政法人国立美術館国
立西洋美術館

http://www.goya2011.com
小・中学生は無
料

台東区 ③
企画展「プラド美術館所蔵　ゴヤ
光と影」スライドトーク

ゴヤ展のみどころや主な作品について、スライドを使って解説します。
11月4日

※会期中全4回開催
国立西洋美術館
講堂

独立行政法人国立美術館国
立西洋美術館

無料 http://www.goya2011.com

各回先着140名、
聴講無料、ただし
展覧会の観覧券
が必要。

台東区 ③ 小品盆栽フェア「第１９回秋雅展」 小品盆栽展示会と講習会 11月3日～6日 上野グリーンクラブ
公益社団法人全日本小品盆
栽協会

実行委員長 ０４６３－５３－１８０１

台東区 ③ 第43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43
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。

10月28日～12月4日
（毎週火曜日休館）

国立新美術館 社団法人日展 http://www.nitten.or.jp/
11月12日（土）は
「日展の日」。入
場無料となります

墨田区 ③ 2011サイトワールド　企画展 視覚障害者の方に、塙保己一先生と杉山和一検校の業績を知ってもらう 11月3日
墨田区産業会館9
階

社団法人　温故学会 無料 http://www.onkogakkai.com/

墨田区 ③ 「深夜の音楽会」公開収録
ブラームス：ピアノ協奏曲第2番
ブラームス：交響曲第4番

10月28日
すみだトリフォニー
ホール

日本テレビ放送網株式会社 無料 http://www.ntv.co.jp/yomikyo/syuroku.html
事前申し込み＊
応募多数の場合
は抽選

墨田区
①②
③

女性文化大学 きものショー 11月5日 江戸東京博物館
財団法人民族衣裳文化普及
協会

無料
http://www.wagokoro.com
0120-029-315

江東区 ②
海外留学説明会（海外留学経験
者座談会）

日本学生支援機構のウェブサイトを利用した留学情報の案内、奨学金、
情報収集方法等の説明とともに、海外留学経験者を招いての座談会で
す。

11月5日
東京国際交流館
（プラザ平成）

独立行政法人日本学生支援
機構

無料 http://www.jasso.go.jp/study_a/seminar.html 要予約

江東区 ③
2011年東京国際交流館国際交流
フェスティバル

東京国際交流館に入居している留学生・日本人学生等による屋台での各
国料理紹介やパフォーマンス披露等を通じて、入居者間及び近隣住民、
一般の方々との国際交流を促進するイベントです。

11月3日 東京国際交流館
独立行政法人日本学生支援
機構

無料 http://www.jasso.go.jp/tiec/festival11announcement.html －

江東区 ① 平成23年度公開講座 テーマは「薬の副作用について」「認知症について」です。 10月15日 豊洲病院 昭和大学 無料 http://www.showa-u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_info.html

品川区 ① 平成23年度公開講座
「看護師が行なう感染予防」「抗酸菌感染症についての 近の話題」の2
講演を行います。

10月15日 昭和大学 品川区・昭和大学 無料 http://www.showa-u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_info.html

品川区 ① 平成23年度公開講座
「口腔内のカンジダ感染症」「尿路感染症の治療と予防」の2講演を行いま
す。

10月29日 昭和大学 品川区・昭和大学 無料 http://www.showa-u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_info.html

品川区 ③

第49回全国
ファッション
デザイン
コンテスト

才能豊かな人材を服飾界に送り出して、
デザイナーの登竜門としての役割を果たす。

10月15日 目黒雅叙園
ドレスメーカー
服飾教育振興会
学校法人杉野学園

http://www.sugino.ac.jp/

品川区 ③ 大学祭
日頃の学習成果の展示や模擬店、ファションショー等を行い地域との交
流を図る。

10月29日, 30日
目黒
キャンパス

杉野服飾大学
杉野服飾大学短期大学部

http://www.sugino-fc.ac.jp/

品川区 ③ ドレメ祭り
日頃の学習成果の展示や模擬店、ファションショー等を行い地域との交
流を図る。

10月29日, 30日
目黒
キャンパス

ドレスメーカー学院 http://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/index.html

品川区 ③ ドレメ祭り
日頃の学習成果の展示や模擬店、ファションショー等を行い地域との交
流を図る。

10月29日, 30日
目黒
キャンパス

ドレスメーカー学院 http://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

品川区 ③

2011年スターダンサーズ･バレエ
団10月公演
(平成23年度文化庁芸術祭協賛公
演／参加公演)

主演ゲストに吉田都、ホセ･カレーニョを迎え「コッペリア」を上演します。30
日は当バレエ団期待の新星が主演します。

10月29日～31日 ゆうぽうとホール
財団法人
スターダンサーズ･バレエ団

http://www.sdballet.com

目黒区 ② オープンキャンパス
教員や在学生による講演会、類ごとに個別相談ができるブース、工大祭
実行委員会が主催する研究室公開や模擬授業など、東工大を知って、体
験できるイベントの実施します。

10月22日, 23日
東京工業大学大岡
山キャンパス

東京工業大学

無料

http://www.gakumu.titech.ac.jp/nyusi/o_p/open.html
主な参加対象：高
校生

目黒区 ③④ 工大祭

東京工業大学の大岡山キャンパスにて、毎年10月末に開催される学園
祭。
模擬店街.サークルによる個性豊かな企画、大人気のステージ企画、 先
端の技術が見られる「研究室公開」等を実施します。

10月22日, 23日
東京工業大学大岡
山キャンパス

東京工業大学

無料

http://koudaisai.jp/

目黒区 ④
防災・日本再生シンポジウム
東日本大震災を踏まえた首都直
下地震への課題

以下のテーマについて、防災に関心のある地域住民の方を対象に、東日
本大震災を踏まえた首都直下地震への課題を分かりやすく解説します。
1.　震災の全体像
2.　火災と木造住宅
3.　液状化とライフライン
4.　長周期地震動
5.　帰宅困難者

10月28日
（予定）

東京工業大学
蔵前工業会館

東京工業大学

未定

未定

目黒区 ③ スポーツ講座2011 講演会～世界一の継続力～：杉山愛、宮嶋泰子 10月18日
東京工業大学大岡
山キャンパス

東京工業大学 無料
東京工業大学大学院社会理工学研究科教授、石井源信
ishii@hum.titech.ac.jp

目黒区 ③ 2011年秋冬のArt at Tokyo Tech

ピアノバイオリン鼓の競演　Conversations： 高級のアーティストによる鼓
をまじえたクラシックとジャズのコラボ：村上千佳、澤菜穂子、堅田喜三代

11月14日
東京工業大学大岡
山キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.dst.titech.ac.jp/art_at_tokyo_tech_2011_spring_and_summer.html

目黒区 ③ 2011年秋冬のArt at Tokyo Tech

新しい音の創造：我が国を代表する独創的音楽家鈴木昭男の音の創造
第１部　多層オーケストラ、第２部　音とダンスのコラボレーション

11月29日
東京工業大学大岡
山キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.dst.titech.ac.jp/art_at_tokyo_tech_2012_spring_and_summer.html

目黒区 ③ スウェーデンウィーク スウェーデンに関する紹介、講演、展示などを行います。 11月21日～25日
東京工業大学大岡
山キャンパス

東京工業大学 無料 http://www.dst.titech.ac.jp/index-j.html　に掲載予定

目黒区 ②
第8回　科学読み物シンポジウム
～理科読をはじめよう～

科学の本を読むことで、世界中の科学を追究してきた人のわくわくするよ
うな体験・生き方を学び、知識を広げることができます。

11月6日
東京大学駒場Ⅰ
キャンパス13号館
1323教室

東京大学  教養学部 無料
電話番号：03-4365-8820
FAX番号：03-5465-8821
e-mail：high-school@komex.c.u-tokyo.ac.jp

目黒区 ①
公開講座「認知症とのつき合い方
（仮）」

認知症について、一般の方々に向けて看護師が講演を行います。 10月22日
東邦大学医療セン
ター大橋病院　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.med.toho-u.ac.jp/kokai2011/koza2011/koza_126th.html

目黒区 ④
第3回熱処理技術セミナー熱処理
応用講座「残留オーステナイトの
活かし方」

合金鋼では熱処理により残留オーステナイトが生成する場合が有る。本
セミナーは残留オーステナイトの制御手法の考え方と鋼材特性への影響
について学びます。

11月11日
東工大百年記念館
フェライト会議室

社団法人日本熱処理技術協
会

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsht/index.htm

目黒区
②・
③

駒澤大学オータムフェスティバル 駒澤大学大学祭。学生有志によるパフォーマンス、展示など 11月5日, 6日
駒澤大学駒沢キャ
ンパス

駒澤大学オータムフェスティ
バル実行委員会

無料
駒澤大学学生部
03-3418-9064

共催：駒澤大学、
駒澤大学教育後
援会

大田区 1
羽田空港　国内・国際線開港記念
「空の日イベント」

ユネスコ本部パートナーシップ事業ユネスコ平和芸術家城之内　ミサ世界
遺産トーチランコンサート
～Peace of mind～キャンペーン
東邦音楽大学附属東邦中学校・高等学校合唱団

10月21日～23日 羽田空港
東邦音楽大学附属東邦中学
校・高等学校

無料  http://www.toho-music.ac.jp03-3946-9668

大田区 ①
区民健康講座「腰痛とその治療
法」

腰痛について、一般の方々に向けて整形外科の医師が講演を行います。 10月22日
東邦大学医療セン
ター大森病院　5号
館地下1階　臨床講

東邦大学医療センター大森
病院

無料 http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/kokai_koza/kokai_koza_2011/kumin_koza23.html

大田区 ①
公開シンポジウム「“子どものけ
が”こんなときどうするの？」

子どものけがについて、一般の方々に向けて病院の認定看護師が講演
を行います（託児サービスあり：無料・要申込）。

10月22日
東邦大学大森キャ
ンパス　医学部3号
館地下1階　第3講

東邦大学男女共同参画推進
室

無料 http://www.danjo.toho-u.ac.jp/

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29日,30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_parents/festival_2010.html

大田区 ①
看護学部公開講座「病原体から身
を守る免疫の仕組みについて」

免疫の仕組みについて、一般の方々に向けて本学医学部の教員が講演
を行います（要予約）。

10月30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/

大田区 ① 糖尿病教室市民公開講座
糖尿病について、一般の方々に向けて糖尿病・代謝・内分泌センターおよ
び栄養部の専門スタッフが講演を行います。

11月15日
東邦大学医療セン
ター大森病院　5号
館地下1階　臨床講

東邦大学医療センター大森
病院

無料 http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/kokai_koza/kokai_koza_2011/kumin_koza23.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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

世田谷区
①③
④

東日本大震災の文化遺産被害調
査と支援活動－パネル展

東日本大震災後に行った遺跡調査と水損資料救援活動についてパネル
で展示します

9月26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、アジア日本研究セ
ンター

無料 http://www.kokushikan.ac.jp/research/ICSAI/index.html
開催間近に左記
ＨＰにて詳細をお
知らせします。

世田谷区
①③
④

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2011」

2011年のヨルダン　ウム・カイス遺跡発掘に参加したメンバーによる報告
会を行います

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.kokushikan.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。

世田谷区 ③ 東京農業大学収穫祭
研究や課外活動などの日頃の成果を発表する文化学術展。その他、豊
富な模擬店及び大根踊りなどがある。ステージ企画もあり。

10月28日
(金)～30日(日)

東京農業大学世田
谷キャンパス

東京農業大学収穫祭実行本
部

無料 http://www.nodai.ac.jp

世田谷区 ① 東京農大オープンカレッジ
テーマ：みそ・しょうゆ・酢・あま酒・麦汁・納豆をサクサクつくる
講師：醸造科学科講師　東　和男

11月5日, 12日, 26日
東京農業大学世田
谷キャンパス

東京農業大学エクステンショ
ンセンター

http://www.nodai.ac.jp/extension

世田谷区 ① 東京農大オープンカレッジ
テーマ：農大生が案内する山村再生長和町現地ツアー
講師：食料環境経済学科教授　立岩壽一

11月12日, 13日 長野県長和町
東京農業大学エクステンショ
ンセンター

http://www.nodai.ac.jp/extension

世田谷区 ① 東京農大オープンカレッジ
テーマ：家庭菜園のための野菜生産技術
講師：生物生産技術学科教授　五十嵐大造

11月5日, 12日, 26日
東京農業大学世田
谷キャンパス

東京農業大学エクステンショ
ンセンター

http://www.nodai.ac.jp/extension

世田谷区 ① 平成23年度公開講座 今回のテーマは「元気になるサプリメントと薬」です。 10月15日 烏山病院 昭和大学 無料 http://www.showa-u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_info.html

世田谷区 ③ 成城大学民俗学研究所特別展
平山敏治郎元文芸学部教授寄贈の絵馬コレクションを中心とした「絵馬」
の展示を行います。

11月2日～11月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.jp/minken/

世田谷区 ①
「成城　学びの森」オープン・カレッ
ジ

出井伸之氏を講演者にお招きし、『グローバル化とイノベーション』をテー
マに講演会を行います。

11月5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.jp/lifelearn/o-college/index.html 事前予約制

世田谷区 ②③ 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日, 3日 高等学校校内 無料 http://www.seijogakuen.ed.jp/

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日, 3日 中学校校内 無料 http://www.seijogakuen.ed.jp/

世田谷区 ② 文化祭（子どもの祭り）
作品展・ゲーム・すもう大会・もちつき等、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.seijogakuen.ed.jp/

世田谷区 ② 文化祭 11月2日, 3日 幼稚園園内 無料 03-3482-2108

世田谷区 ①
總持寺御移転
100周年記念
總持寺と近代禅僧

平成23年は曹洞宗大本山總持寺が、能登から鶴見に移転し100周年を迎
えることから、これらに因み總持寺ゆかりの禅僧の墨蹟などを展示しま
す。

10月3日～
11月19日

駒澤大学
禅文化歴史博物館

駒澤大学
禅文化歴史博物館

無料 http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/zenbunka/

世田谷区 ①
總持寺の歴史と駒澤大学
鶴見御移転100周年
によせて

本学文学部　廣瀬良弘教授による講演会 10月14日 駒澤大学中央講堂
駒澤大学
禅文化歴史博物館

無料 http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/zenbunka/

世田谷区 ① 第9回ふれあい禅寺めぐり 鶴見御移転100周年の、曹洞宗大本山總持寺を拝観をいたします。 10月29日
曹洞宗大本山
總持寺

駒澤大学
禅文化歴史博物館

http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/zenbunka/

世田谷区 ③
東京医療保健大学医愛祭での
フォトキャラバン

無形文化遺産をテーマにした写真コンテストの入賞作品を展示してアジア
太平洋諸国の多様な文化を紹介します。

11月5日, 6日 東京医療保健大学 東京医療保健大学  財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)http://www.accu.or.jp
フォトキャラバン
は無料です。

渋谷区 ②③ 親子で楽しむ音楽会

親子でいっしょに楽しい音楽体験を通して、音楽に親しみ音楽性を育む機
会とする。日常的に触れている楽器の他、馴染みのない楽器（今回はクラ
リネット）の音を楽しんだり、先生方の演奏を聴いたりする。また、親子で
合奏や音遊びに参加する。

11月5日
帝京短期大学　40
番教室

帝京短期大学 無料 03-3376-4321

渋谷区 ③ 文化祭
教科展示、バザー、クラブ展示、模擬店、ファッションショー、講演会、グリ
ル、野外ステージなどを開催します。

11月2日～4日
文化学園大学新都
心キャンパス

学校法人文化学園
文化学園大学

無料 http://bwu.bunka.ac.jp

渋谷区 ③
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

デザイン、演出、モデル、映像、音響、照明等全てを国際ファッション文化
学科の3年生全体で構成しています。

11月2日～4日
文化学園大学新都
心キャンパス

学校法人文化学園
文化学園大学

無料 http://bwu.bunka.ac.jp

渋谷区 ③
第３１回企画集団FUSEファッショ
ンショー

企画から、縫製、モデル、運営等全て学部学科、学年次を越えた学生の
手によるファッションショーです。

11月2日～4日
文化学園大学新都
心キャンパス

学校法人文化学園
文化学園大学

無料 http://bwu.bunka.ac.jp

渋谷区 ② 文化祭 院生作品および研究成果展示 11月2日～4日
文化ファッション大
学院大学

学校法人文化学園
文化ファッション大学院大学

無料 http://www.bfgu-bunka.ac.jp/

渋谷区 ② 文化祭
ﾌｧｯｼｮﾝの専門学校「文化服装学院」の文化祭です。学生がﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽした
ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰや学生作品展示、施設見学、学科紹介、入学相談等を行って
います。

11月2日．3日．4日 文化服装学院
学校法人 文化学園
文化服装学院

無料 http://www.bunka-fc.ac.jp/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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

渋谷区 ② 文化祭 学生作品の展示やスピーチコンテストなど 11月2日～4日
文化外国語専門学
校

学校法人文化学園
文化外国語専門学校

無料 http://www.bunka-bi.ac.jp

渋谷区 ③
「世界の絣」展　11月1日無料観覧
日

日本をはじめ、アジア、ヨーロッパ、アフリカなど約20か国の多様な絣を紹
介します。

11月1日
文化学園服飾博物
館

学校法人文化学園
文化学園服飾博物館

無料 http://www.bunka.ac.jp/museum/hakubutsu.htm

本展開催期間は
10/14～12/17で
あるが、無料開放
日は11/1のみ

渋谷区 ④
服飾文化共同研究課題ポスター
展示

服飾文化共同研究課題（約３０課題）の研究概要を展示します。 11月2日～4日
文化ファッション研
究機構

学校法人文化学園
文化ファッション研究機構

無料 http://www.bfri.bunka.ac.jp/
文化祭と同時開
催

渋谷区 ④
服飾文化共同研究課題　成果展
示

新規開発したベビーウェア他５課題の成果展示を行います。 11月2日～4日
文化ファッション研
究機構

学校法人文化学園
文化ファッション研究機構

無料 http://www.bfri.bunka.ac.jp/
文化祭と同時開
催

渋谷区 ② 親子で楽しむ音楽会
親子で音楽に親しみ音楽性を育む機会とします。馴染みのない楽器の音
を楽しんだり、親子で合奏や音遊びに参加します。 11月5日 帝京短期大学 こども教育学科 無料 http://www.teikyo-jc.ac.jp/

渋谷区 ③
企画公演　　　　　　　　　箏曲「小
督の曲」　狂言「月見座頭」　能「松
虫」

「古典の日」を記念して、虫の音にまつわる能「松虫」と、狂言「月見座
頭」、箏曲「小督の曲」を上演します。

11月2日 国立能楽堂
独立行政法人日本芸術文化
振興会　国立能楽堂

http://www.ntj.jac.go.jp/nou.html

渋谷区 ③
特別展
「松坂屋コレクション展」

創業四百年を迎えた松坂屋が収集した、桃山～江戸時代までの能装束
の名品と能面を紹介します。

9月21日～11月20日
（9月26日、10月3･
10･17･24･31日、11
月7･14日は休室）

国立能楽堂資料展
示室

独立行政法人日本芸術文化
振興会　国立能楽堂

無料 http://www.ntj.jac.go.jp/nou.html

渋谷区 ③
公開講座
「平曲と能」

月1回、年間12回開催している公開講座。    毎年さまざまなテーマに沿っ
た内容となっています。各講座.、事前申込制となっています。

11月2日
国立能楽堂大講義
室

独立行政法人日本芸術文化
振興会　国立能楽堂

無料 http://www.ntj.jac.go.jp/nou.html 事前申込み制

渋谷区 ③ オペラ「イル・トロヴァトーレ」
ヴェルディ中期の三大傑作の一つ。イタリア・オペラの醍醐味である“声の
彩り”を十分堪能できる名作です。

10月2日, 5日, 8日,
11日, 14日, 17日

新国立劇場オペラ
劇場

財団法人新国立劇場運営財
団

http://www.atre.jp/11trovatore/

渋谷区 ③ オペラ「サロメ」
オスカー・ワイルドの耽美的、頽廃的な戯曲を、リヒャルト・シュトラウスが
官能的な極彩色の音楽で染め上げた作品です。

10月9日, 12日, 15日,
19日, 22日

新国立劇場オペラ
劇場

財団法人新国立劇場運営財
団

http://www.atre.jp/11salome/

渋谷区 ③ バレエ「パゴダの王子」
英国ロイヤルバレエの振付家クランコが構想、英国人作曲家ブリテンに
委嘱して創られた『パゴダの王子』。英国にゆかり深いこの作品が、ビント
レーの手で新たに生まれ変わります。

10月30日～11月6日
（31日・4日休演）

新国立劇場オペラ
劇場

財団法人新国立劇場運営財
団

http://www.nntt.jac.go.jp/ballet/20000444_ballet.html

渋谷区 ③ 現代舞踊「近松ＤＡＮCE弐題」
文楽、歌舞伎、演劇などの戯曲作家である「近松門左衛門」を共通テーマ
とした二つのプログラムをコンテンポラリーダンスで上演します。

11月17日～21日（A
ﾌﾟﾛ）

11月25日～27日（B
ﾌﾟﾛ）

新国立劇場小劇場
財団法人新国立劇場運営財
団

http://www.nntt.jac.go.jp/dance/20000459_dance.html　及
び　http://www.nntt.jac.go.jp/dance/20000535_dance.html

渋谷区 ③ 演劇「イロアセル」
個と社会の関係を色でつなぎ、風刺的な視点で描く書き下ろし喜劇です。
作：倉持裕、演出：鵜山仁

10月18日～11月5日
（24日・31日休演）

新国立劇場小劇場
財団法人新国立劇場運営財
団

http://www.nntt.jac.go.jp/play/20000436_play.html

渋谷区 ③ 演劇「天守物語」
鏡花円熟期の傑作、夢幻世界で繰り広げられる清冽な愛を描きます。演
出：白井晃

11月5日～20日
（8日、15日休演）

新国立劇場中劇場
財団法人新国立劇場運営財
団

http://www.nntt.jac.go.jp/play/20000437_play.html

渋谷区 ③
マンスリー・プロジェクト　10月
演劇講座「日本的美意識とは何
か」

美術・文学・演劇などの芸術表現を通じて、日本人の美意識の特質を考
えます。　講師：高階秀爾

10月22日 新国立劇場小劇場
財団法人新国立劇場運営財
団

無料 http://www.nntt.jac.go.jp/play/20000400_play.html

要応募
応募期間：
9/20(火)～
10/10(月)

渋谷区 ③
マンスリー・プロジェクト　11月
トークセッション「美×劇」

今年、奇しくも同じ作品「天守物語」を手がける二人の演出家、宮城聰氏
と白井晃氏が、作品の魅力と、鏡花戯曲に流れる美意識について熱く語
り合います。

11月12日 新国立劇場中劇場
財団法人新国立劇場運営財
団

無料 http://www.nntt.jac.go.jp/play/20000400_play.html

要応募
応募期間：
10/11(火)～
31(月)

渋谷区 ③ 情報センター上映会オペラ「沈黙」
新国立劇場の公演記録映像をハイビジョン高画質映像でお楽しみいただ
けます。

11月20日
新国立劇場情報セ
ンター閲覧室

財団法人新国立劇場運営財
団

無料 http://www.nntt.jac.go.jp/library/library/exhibition.html

渋谷区 ③ 東京都文化財ウィーク 都民の方へ文化財の理解を深めていただく 10月29日～11月6日 塙保己一史料館 社団法人　温故学会 http://www.onkogakkai.com/

渋谷区 ③
塙保己一先生没後190周年記念
大会

講演会を開催して、塙保己一の偉業を多くの方に知っていただく 11月13日 塙保己一史料館 社団法人　温故学会 無料 http://www.onkogakkai.com/

中野区 ② 園庭開放 園庭の遊具、玩具で遊ぶことができます 10月26日, 11月9日
新渡戸文化幼稚園
（子ども園）

新渡戸文化学園 無料 http://www.nitobebunka.ac.jp/y/

中野区 ② 新渡戸祭（学園祭） 学園祭で幼稚園児の作品を展示します 10月30日
新渡戸文化幼稚園
（子ども園）

新渡戸文化幼稚園（子ども
園）

無料 http://www.nitobebunka.ac.jp/y/

中野区 ② 新渡戸祭（学園祭） 学園祭で小学生の作品を展示します 10月30日 新渡戸文化小学校 新渡戸文化小学校 無料 http://www.el.nitobebunka.ac.jp/index.php

中野区 ② 新渡戸祭（学園祭） 学園祭で中高生の作品展示や音楽・ｽﾎﾟｰﾂ等の発表を見学できます 10月29日, 30日
新渡戸文化中学高
等学校

新渡戸文化中学高等学校 無料 http://www.nitobebunka.ed.jp/

中野区 ② 新渡戸祭（学園祭） 学園祭で短大生の研究発表の他、ｶﾚｰやｽｲｰﾂ等の販売を行います 10月29日, 30日
新渡戸文化短期大
学生活学科校舎

新渡戸文化短期大学生活学
科

無料 http://www.nitobebunka.jp/index.php

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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中野区 ② 新渡戸祭（学園祭）
学園祭で短大生の授業展示の他、臨床検査学科の学生が健康チェック
を行います

10月29日, 30日
新渡戸文化短期大
学臨床検査学科校
舎

新渡戸文化短期大学臨床検
査学科

無料 http://www.nitobebunka.jp/r_index.php

杉並区 ③ 第127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3日～5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  

豊島区
①②
③

学習院大学史料館35周年記念コ
レクション展「是！展」

14万点に及ぶ収蔵品の中から、今まで公開する機会のなかった作品や
再度見たいという要望のある史料等、史料館員が「コレ！」という逸品を
紹介します。

10月1日～12月3日
学習院大学史料館
展示室

学習院大学史料館 無料 http://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua

豊島区
①②
③

第65回史料館講座
徳川将軍家の婚礼調度について、女乗物を中心にしたお話を江戸東京
博物館主任学芸員の齋藤慎一先生にしていただきます。

10月15日
学習院創立100周
年記念会館正堂

学習院大学史料館 無料 http://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua

豊島区 ③

平成２３年度
第４２回駒込祭
第３７回作品展
（同時開催）

■大学・短期大学部【学園祭】
学園祭のテーマ（米粉）に添った学長講演、料理研究家による料理講習
会、骨密度測定、学生の研究成果報告の展示。
■専門学校【作品展】
生徒の指導によるチャレンジコーナー及びデモンストレーション等の運
営、作品展示等。

10月29日, 30日

女子栄養大学（駒
込校舎）・女子栄養
大学短期大学部・
香川調理製菓専門
学校

女子栄養大学・女子栄養大
学短期大学部・香川調理製
菓専門学校

無料 http://www.eiyo.ac.jp/

豊島区 ①
第２１回女子栄養大学栄養科学
研究所講演会

「放射線防護食品と放射能除去法」をテーマに管理栄養士の方や一般の
方を対象とした講演会です。

11月19日
女子栄養大学駒込
校舎小講堂

女子栄養大学 http://www.eiyo.ac.jp/

豊島区 ③ アクティビティ・ケア実践フォーラム

震災後のアクティビティ・ケアの重要性を認識し、どのようなアクティビ
ティ・ケアをどのように震災後支援として役立てていくことができるかを、被
災地での実践報告やパネルディスカッションを通して検討し、支援のあり
方を考える。

10月29日, 30日
立教大学　　　池袋
キャンパス

日本福祉　　文化学会 fukushibunkabito@nifty.com

定員200名、氏
名、職業、住所を
明記のうえＥmail
又はＦａｘで申し込
んでください。

豊島区 ③ 公開講演会 日本人と英語―黒船と漂流民の物語に見る異文化との遭遇 10月30日
立教大学　　　池袋
キャンパス

立教大学　英語教育研究所 無料 http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/IELE/

豊島区 ③ 公開シンポジウム 開かれた社会をめざして―文化、コミュニケーション及び教育の課題 10月29日
立教大学　　　池袋
キャンパス

立教大学　英語教育研究所 無料 http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/IELE/

豊島区 ③
アメリカの社会とポピュラーカル
チャー

創られる労働者文化―20世紀のブルックリン 10月29日
立教大学　　　池袋
キャンパス

立教大学　　アメリカ研究所 無料 http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/IAS/

emailにて①氏名
②所属③連絡先
を明記し申し込ん
でください。

豊島区
①②
④

公開シンポジウム「物理学が担う
がん先端医療　－医学物理士の
置かれた現状―」

がんの放射線治療について専門家にやさしくお話いただき、放射線がん
治療の高度技術化の現状と医学物理士の役割の重要性を社会に問いか
けます。

11月12日
立教大学　　　池袋
キャンパス

立教大学　　　理学部 無料 http://www.rikkyo.ac.jp/science/

豊島区 ①② 創作ゆかた親子文化教室 ゆかた創作と着付・服飾 10月23日～2月19日 当財団池袋教室
財団法人民族衣裳文化普及
協会

無料
http://www.wagokoro.com
0120-029-315

全10回

豊島区 ③ 金子鷗亭記念ギャラリー特別開放
本会創設者の金子鷗亭を顕彰した記念ギャラリーを広く一般に開放し、
作品など身近に鑑賞することができます。

11月1日～6日 創玄会館 社団法人創玄書道会 無料 http://www.sogen@sogen

北区 ①
北区環境大学「一般向け環境講
座・廃棄物コース」

数々の環境問題について考えるための基礎的な知識を身につけるため
に、その分野の第一線の研究者による講義を聴き、講師と聴衆による活
発な議論を展開する。年間で全４コース（①地球温暖化，②大気・海洋・
土壌汚染，③食料危機，④廃棄物）が設けられており、各コース４回の講
義と１回の実習から成る。対象は高校生以上の一般で、北区在住・在勤
の方を優先する。

11月9日, 16日, 30日,
12月4日, 7日

赤羽エコー広場館・
会議室　他

北区環境大学 無料 03-5902-3886

北区
②，
④

北区環境大学「ホタル環境講座」

「ホタルを北区に呼び戻そう」を合言葉に、ホタルの棲める環境を調査・研
究し、そこからヒトのすむ環境についても深く考えることを目的とする。ホタ
ル幼虫を使った実験も行い、各所において研究成果の発表も行う。対象
は小3以上の児童・生徒とその家族で、北区在住・在勤の方を優先する。
通年で開催され、毎月第二日曜に開講している。

10月16日, 11月13日
赤羽エコー広場館・
会議室　他

北区環境大学 無料 03-5902-3886

北区
②，
④

北区環境大学「こども向け環境基
礎講座」

「物の循環」をテーマに、ヒトのすむ環境について基礎から学ぶことを目的
とする。毎回、野外及び室内実習を行う。実習から学んだことを基に、これ
から環境をどのように改善するのか・守っていくのかについて、考えてもら
う。主なテーマは、①森のはたらき，②土のはたらき，③水の循環，④大
気の循環である。年2期で、各期が4回の講座で構成される。対象は小3以
上の児童・生徒とその家族で、北区在住・在勤の方を優先する。毎月第四
土曜に講座を開講している。

10月22日, 11月27日
（日）

みどりと環境の情
報館（エコベルデ）

北区環境大学 無料 03-5902-3886

荒川区
①・
③

平成23年手工芸　作品展
各分野で育まれてきた手工芸作品を一般公募し、審査により優秀なもの
を選定・展示

11月10日～12日
日暮里サニーホー
ル

財団法人日本手工芸指導協
会

無料 事務局　　03-3231-7210

板橋区 ③ 第89回大東祭
学生主体による大学祭
（公演、音楽発表、学生課外活動の発表）

11月3日～5日 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://plaza.rakuten.co.jp/89thdaitosai/

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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板橋区 ①
第3回「東西文化の融合」
国際シンポジウム

国境と学問領域を越えて、国際的・学際的な教育研究の交流拠点を形成
し、人材の育成をはかるために、東西世界の交流協定校をお迎えして、
第2回「東西文化の融合」国際シンポジウムを開催いたします。

11月6日 大東文化会館
大東文化大学大学院外国語
学研究科日本言語文化学専
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

板橋区 ①
第2回「中国言語文化研究の新展
望」
国際シンポジウム

「言語が文化を創り、言葉が世界を結ぶ、世界を考える中国言語文化学
の構築」をスローガンとし、研究と教育の質的向上を目指し、開催いたし
ます。

11月12日 大東文化会館
大東文化大学大学院外国語
学研究科

無料
http://www.daito.ac.jp/education/graduate_school/news/d
etails_4431.html

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13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

板橋区 ③
特別企画展
グァテマラ民族衣装

グァテマラ民族衣装の特徴的な「いろ・もよう・かたち」に注目し、その魅力
と謎に迫ります。

10月20日～
11月25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/

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。インドネシアのワヤンを通して
続けてきた国際交流について

10月29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/

練馬区 ①②
イリヤ・イーティン・ピアノ・リサイタ
ル

モスクワ音楽院出身。数々のピアノコンクールで優勝し国際的に活躍して
いるピアニスト。現在、本学客員教授。演目はバロック～現代音楽までの
バッハ、ベートーヴェン、メシアンの名曲を披露。

10月13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.musashino-music.ac.jp

練馬区 ②
武蔵野音楽大学江古田ミューズ
フェスティヴァル

武蔵野音楽大学（江古田キャンパス）の学園祭。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29日, 30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.musashino-music.ac.jp
10月28日（金）前
日祭

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。G.ロッシーニ：「チェネレントラ」（抜粋）、G.ドニゼッティ：「愛の妙薬」（抜
粋）。

11月11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.musashino-music.ac.jp

練馬区 ①②
クルト・グントナー　ブラームス・
ヴァイオリン・ソナタの夕べ
ピアノ：藤原由紀乃

バイエルン国立歌劇場管弦楽団、ミュンヘンフィルのコンサートマスター、
ミュンヘン音楽大学教授等を歴任し、現在、本学客員教授。ドイツ・ロマン
派ヴァイオリン音楽の神髄を披露。

11月18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 http://www.musashino-music.ac.jp

足立区 ③
東京藝術大学アートリエゾンセン
ター『ミュージックフェスタ・天空コ
ンサート』

東京芸術センターの天空劇場を会場に、素敵なコンサートを開催します。
出演：加藤訓子（パーカッション）

11月4日
天空劇場（東京芸
術センター21階）

東京藝術大学アートリエゾン
センター

無料 http://www.geidai.ac.jp/labs/alc/

足立区 ③
東京藝術大学　第5回　ミュージッ
クフェスタ

千住キャンパスにて様々なコンサートやパフォーマンス、ワークショップ等
をお楽しみいただけるイベントです。

11月12日, 13日
東京藝術大学千住
キャンパス

東京藝術大学アートリエゾン
センター

無料 http://www.geidai.ac.jp/labs/alc/

足立区 ③ バザー
地域交流活動の為に
施設の一部を開放して行うバザーです。

10月30日
足立サレジオ幼稚
園内

足立サレジオ幼稚園 無料 http://adachi-salesio.cms.drecom.jp/skd

足立区 ①
帝京科学大学
ランニングクリニック

帝京科学大学グラウンドを会場に 「ゆっくり走れば速くなる」 ＬＳＤ理論を
実践している本学の客員教授 「浅井えり子」 氏によるランニングクリニッ
クを開催します。

10月15日
11月5日
12月3日

帝京科学大学
千住キャンパス

帝京科学大学 http://www.ntu.ac.jp/topics/event/2011/09/09103435.html

足立区 ③
帝京科学大学千住
キャンパス大学祭
(第1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

10月30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://www.ntu.ac.jp/topics/osirase/2011/10/11084808.html

足立区 ②
Ｏｐｅｎ Ｃａｍｐｕｓ 2011
@千住キャンパス

各学科の模擬講義、体験学習、 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16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/topics/event/2011/10/04144751.html

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座 日本の元気企業 10月15日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座 安全と安心を支える算数・数学の素養 10月15日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座
ホテルとホスピタリティ（おもてなしの心）～それを皆さんも日常生活に生
かしませんか！～

10月29日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座 戦後日本の社会政策の失敗――核家族化神話の誤謬―― 10月29日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座 英語の歴史を旅する 11月12日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座 ウォーキングとスポーツシューズ 11月12日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座 不倫の果ての惨劇！－被告人の刑事責任は？－（模擬裁判） 11月26日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ① 帝京大学秋の公開講座 アフリカ大陸の先進国　南アフリカ、その光と影 11月26日
帝京大学八王子
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.teikyo-u.ac.jp/graduate/spublic/hachioji/index.html
開催日の3日前ま
でに申込（先着

八王子市 ①③ 公開講座「源氏物語の未来へ」 林 望（作家・国文学者）による講演ならびにパネルディスカッション
11月5日　13:00～

15:30
八王子キャンパス
八王子講堂

共立女子大学・共立女子短
期大学

無料 http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/extension/index.html 学生課 ０３－３２３７－１３４２

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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八王子市 ①
八王子いちょう塾
公開講座
「日本の水環境の現状と課題」

八王子市周辺は２３もの大学等が集まる全国でも有数の学園都市です。
これらの協力を得て講座を開講しているのが“いちょう塾”です。

11月12日
10:20～11:50

学園都市センター
イベントホール

八王子学園都市大学
いちょう塾

無料 http://www.hachiojibunka.or.jp/gakuen/icho-juku/index.htm

大学コンソーシア
ム八王子
生涯学習推進事
業

八王子市 ③
第8回東京純心アート･フェスティ
バル2011

「純心からのメッセージ－アートの力を被災地に送ろう－」をテーマに、復
興や被災地･被災された方への思いを込めた美術作品展です。

10月8日～11月6日
東京純心女子大学
純心ギャラリー

東京純心女子大学 無料 http://www.t-junshin.ac.jp/univ/gar/gar

八王子市 ③ 聖母祭（まりあさい）
大学祭。学生たちの研究発表や、音楽の演奏、美術作品の展示等を行い
ます。

11月5日, 6日 東京純心女子大学
東京純心女子大学聖母祭実
行委員会

無料 http://www.t-junshin.ac.jp/univ/

八王子市 ①
パイプオルガンレクチャーコンサー
ト

1920年頃から始まったバロックオルガン復興運動により、20世紀後半の
オルガンとその音楽は大きな変化を遂げました。その変化や体験を演奏
を通して皆様に伝え、未来への展望を探ります。

11月19日, 26日
東京純心女子大学
江角記念講堂

東京純心女子大学 無料 http://www.t-junshin.ac.jp/univ/adu/lifelong/
全2回の講座で
す。
事前にお申込くだ
さい。

八王子市 ①
第5回八王子まちづくりフォーラム
2011

「東日本大震災から学ぶこと～震災に強いまちにするために～」と題して
杏林大教授・医師らによる報告と討議

11月5日　（土）
八王子学園都市セ
ンターイベントホー
ル

学校法人杏林学園と八王子
市の共催

無料
杏林大学八王子事務部地域交流課
042-691-8725

八王子市 ③ 杏林大学公開講演会
「お酒の飲み方にみる世界の文化」と題して杏林大外国語学部教授によ
る講演

11月12日　（土）
八王子学園都市セ
ンターイベントホー
ル

学校法人杏林学園と八王子
市の共催

無料 杏林学園広報・企画調査室　　　0422-44-0611

八王子市 ③ 杏林大学公開講演会
「通じる世界のことばとこころ～翻訳が語る言語と文化の諸問題～」と題
して杏林大外国語学部講師による講演

11月19日（土）
八王子学園都市セ
ンターイベントホー
ル

学校法人杏林学園と八王子
市の共催

無料 杏林学園広報・企画調査室　　　0422-44-0611

八王子市 ③ 大学院・研究成果中間発表展
本学大学院における研究指導の一環として、学生各自の研究経緯を発
表することにより、それぞれの研究の充実と質的向上を段階的に計ること
を目的として、研究成果中間発表展を開催いたします。

10月22日, 23日

東京造形大学附属
横山記念マンズー
美術館・
12号館1階ZOKEI
ギャラリー・
12号館2階レク
チャールーム・
10号館1階CSギャラ
リー

東京造形大学美術館委員会 無料 http://www.zokei.ac.jp/museum/index.html

八王子市 ③
「日時計に魅せられて
Fascinations of Sundial」展
（小野行雄教授退職記念展）

教鞭をとる傍ら、立体造形作家として制作をつづけ、この二十数年間は日
時計を軸に地域性・個性を大切にした環境造形としての作品を発表してき
ました。本展の展示構成は、教授が制作した日時計と、日時計コレクショ
ン・文献資料を通して、視覚だけでなく日時計の仕組みを実体験できる展
覧会となっております。

10月26日～11月7日
東京造形大学附属
横山記念マンズー
美術館

東京造形大学美術館委員会 無料 http://www.zokei.ac.jp/museum/index.html

八王子市 ①

「日時計に魅せられて」展の付帯
行事
ワークショップ「日時計をつくってあ
そぼう！」

上記展覧会会期中に、大学周辺地域の小学生を対象に日時計工作・実
験・展覧会ツアーを開催いたします。

11月5日
学内教室
（予定）

東京造形大学美術館委員会 無料 http://www.zokei.ac.jp/museum/index.html
参加条件：
事前申込者対象

八王子市 ③
「111111-おわりのない行列」展
（三木俊治教授退職記念展）

本展では彫刻家であり教育者である三木俊治教授初期の具象作品～コ
レクション～代表作である「行列」シリーズの流れを一堂に展示すること
で、教授のこれまでの半生を辿り、研究成果を学内外に紹介する展覧会
となっております。

11月11日～30日

東京造形大学附属
横山記念マンズー
美術館・
12号館1階ZOKEI
ギャラリー・
10号館1階CSギャラ
リー

東京造形大学美術館委員会 無料 http://www.zokei.ac.jp/museum/index.html

八王子市
椚田町

③ くぬぎだ祭
東京高専の文化祭です。卒研発表、吹奏楽のフロアマーチング等を実施
します。

10月29日, 30日

独立行政法人国立
高等専門学校機構
東京工業高等専門
学校

独立行政法人国立高等専門
学校機構東京工業高等専門
学校

無料 042-668-5128

八王子市
椚田町

①
東京高専 de サイエンスフェスタ
2011

地域の小・中学生とその保護者を対象に科学体験・ものづくり体験を提供
する企画です。（上記くぬぎだ祭と同時開催。）

10月29日, 30日

独立行政法人国立
高等専門学校機構
東京工業高等専門
学校

独立行政法人国立高等専門
学校機構東京工業高等専門
学校

無料 http://www.tokyo-ct.ac.jp/

立川市 ③
大学院オペラ2011　モーツァルト
歌劇「フィガロの結婚」

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「フィガロの結婚」を上演します。

10月15日, 16日
国立音楽大学講堂
大ホール

国立音楽大学 http://www.kunitachi.ac.jp/

立川市 ③
第87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〜

学内オーディション選抜者による室内楽の演奏会です。 10月18日
国立音楽大学講堂
小ホール

国立音楽大学 http://www.kunitachi.ac.jp/

立川市 ③
第42回打楽器アンサンブル定期
演奏会

打楽器専攻学生による定期演奏会です。クセナキスの「プレイアデス」他、
斬新なプログラムで開催します。

10月23日
国立音楽大学講堂
大ホール

国立音楽大学 http://www.kunitachi.ac.jp/

立川市 ③
ミシェル・ダルベルトピアノ公開レッ
スン

世界的なピアニスト、ミシェル・ダルベルト氏を迎え、公開レッスン（受講生
は本学学生）を行ないます。

10月24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/

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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

立川市 ③ 国立音楽大学芸術祭2011
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。

10月28日～30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 http://artfes.ehoh.net/
左記ホームペー
ジは現在作成中
です。

立川市 ③ 第18回オーケストラ定期演奏会
高等学校音楽科生徒による演奏会です。ドヴォルザーク「交響曲第８番 ト
長調」他を演奏予定です。

11月3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）

立川市 ①
読売新聞立川支局共催・連続市
民講座「音楽づくりの現場から『心
に癒しを、社会に潤いを』」

8回シリーズ講座の第7回にあたる講座です。講師は本学コンピューター
音楽教授の北爪道夫氏、講座テーマは「音楽の未来を求めて（作曲の現
場から）」です。

11月5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/

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）を行ないます。

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/

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6夜「八村義夫とアジア」」

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。
八村義夫氏は、生前、彼の上、下両方の世代に強い影響を与えた日本の
代表的な、また強烈な個性をもつ作曲家であったにも拘わらず、46歳の
若さで世を去られました。没後、極端に演奏の機会が減っていることを私
たちは反省し、彼の作品を蘇らせ今後に繋げること、そして八村義夫を囲
む広い世代のアジアの作曲家のなかに、彼をもう一度位置づけ、広く鳥
瞰的に八村を再認識することが、この企画の狙いです。

11月13日
国立音楽大学講堂
小ホール

国立音楽大学 http://www.kunitachi.ac.jp/

立川市 ③
第88回ソロ・室内楽定期演奏会
（ソロコンサート秋）

学内オーディション選抜者によるソロ（声楽、鍵盤、弦管打）の演奏会で
す。

11月16日
国立音楽大学講堂
大ホール

国立音楽大学 http://www.kunitachi.ac.jp/

立川市 ③ 第10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19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/

立川市 ③ 第30回作曲作品展
作曲専攻学生の学内選抜者による作品発表会です。学生の意欲的な作
品が披露されます。

11月23日
国立音楽大学講堂
小ホール

国立音楽大学 http://www.kunitachi.ac.jp/

立川市 ③④
特別展示｢近衞家陽明文庫　王朝
和歌文化一千年の伝承｣

特定研究「陽明文庫における歌合資料の総合的研究」の研究成果とし
て、財団法人陽明文庫が所蔵する様々な資料の中から、多数の資料を展
示します。

10月8日
～

12月4日
国文学研究資料館

人間文化研究機構国文学研
究資料館

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/
休室：月曜日
（10月10日を除く）

立川市
①③
④

連続講演「古典資料の創造と伝
承」

日本文学研究の成果普及を図るための全５回の講演会を行います。今
年は名和修氏（陽明文庫・文庫長）を講師にお迎えします。

10月14日, 28日,
11月11日, 18日,

12月2日
国文学研究資料館

人間文化研究機構国文学研
究資料館

無料 http://www.nijl.ac.jp/pages/event/ 事前申込制

立川市 ①③ 第３５回国際日本文学研究集会
国内外の日本文学研究者の交流を深め、また、外国人の若手日本文学
研究者の育成をも視野に入れ、日本文学研究の発展を図るため、毎年秋
に開催しています。

11月26日
～

11月27日
国文学研究資料館

人間文化研究機構国文学研
究資料館

無料 http://www.nijl.ac.jp
事前申込制
（当日申込みも
可）

立川市 ② 南極北極ジュニアフォーラム
「第８回中高生南極北極科学コンテスト」に応募して、受賞した研究計画
の口頭等による発表会。南極科学賞の受賞提案は、南極観測隊が南極
で実際に実験等を行います。

11月13日 国立極地研究所
情報・システム研究機構国立
極地研究所

無料 juniorcontest@nipr.ac.jp

立川市 ①④ 公開講座 一般社会人･学生対象の、統計科学の講座です。テーマ：統計学概論 10月18日～21日 統計数理研究所
情報･システム研究機構統計
数理研究所

http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html

立川市 ①④ 公開講座
一般社会人･学生対象の、統計科学の講座です。テーマ：統計的パターン
認識の方法について総合的な理解を目指して

10月25日 統計数理研究所
情報･システム研究機構統計
数理研究所

http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html

立川市 ①④ 公開講座
一般社会人･学生対象の、統計科学の講座です。テーマ：マルチンゲール
理論による統計解析の基礎

11月10日, 11日 統計数理研究所
情報･システム研究機構統計
数理研究所

http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html

立川市 ①④ 公開講座
一般社会人･学生対象の、統計科学の講座です。テーマ：分子系統樹推
定の理論と実践

11月17日, 18日 統計数理研究所
情報･システム研究機構統計
数理研究所

http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html

立川市
①②
④

公開講演会
統計科学の先端的話題を分かりやすくお話しします。今年度のテーマは
「社会に生きる統計思考の力 　― 統計思考院 設立記念講演 ―」です。

11月2日 統計数理研究所
情報･システム研究機構統計
数理研究所

無料 http://www.ism.ac.jp/kouenkai/
左記ホームペー
ジは9月頃から今
年の情報に更新

立川市 ④ 統計数理セミナー 所内教員によるセミナーを毎週水曜に開催しています。
10月19日, 26日, 11
月9日, 11月16日, 30

日
統計数理研究所

情報･システム研究機構統計
数理研究所

無料 http://www.ism.ac.jp/meetings/seminar.html
左記ホームペー
ジは9月頃から今
年の情報に更新

武蔵野市 ① 総合文化講座 本学独自の、主に市民を対象とし、学生と共に受講していただきます。
10月21日, 28日,
11月18日, 25日

日本獣医生命科学
大学第1校舎

日本獣医生命科学大学 地域
社会生涯学習委員会

無料 www.nvlu.ac.jp/

武蔵野市 ① 武蔵野地域五大学共同講演会 主に武蔵野地域自由大学生を対象とした講演会です。 11月11日
日本獣医生命科学
大学第1校舎

日本獣医生命科学大学 地域
社会生涯学習委員会

無料 www.nvlu.ac.jp/

武蔵野市 ① 遊学講座
「大学の知」テーマとし、本学教員が日頃の研究成果を一般の方々に紹
介します。

12月16日
日本獣医生命科学
大学第1校舎

日本獣医生命科学大学 地域
社会生涯学習委員会

無料 www.nvlu.ac.jp/
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武蔵野市 ①
連続講演会「人間の安全保障と東
北アジア－サステイナブルな地域
社会をめざして」

全４回実施する連続講演回の第２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15日 成蹊大学 成蹊大学 無料 http://www.seikei.ac.jp/university/caps/japanese/06event_information/index.html

武蔵野市 ①
公開講座「未来へのこみち ―成
蹊卒業生からのメッセージ―」

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12日 成蹊大学 成蹊大学 無料 http://www.seikei.ac.jp/university/kouza/koukaikouza/kouza.htm

武蔵野市 ③ 欅際 大学の学園祭です。 11月19日, 20日 成蹊大学 成蹊大学 無料 http://www.seikei.ac.jp/university/gakuse/index.html

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20日 成蹊大学 成蹊大学 無料 http://www.seikei.ac.jp/s-net/

武蔵野市 ② 成蹊小学校文化祭 児童の学習発表です。 10月15日, 16日 成蹊小学校 成蹊小学校 無料  0422-37-3839（小学校事務室）

三鷹市 ③ 型紙のデザイン展
洗練されたデザインによりジャポニズムに影響を与えた日本の染型紙。当
館所蔵の型紙からその様々な意匠を紹介する。

9月6日〜11月18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.jp/yuasa_museum/index.html

三鷹市 ①②
臨床心理相談センターオープンハ
ウス

通常は予約者のみ利用可能なカウンセリング施設を開放し、施設を見学
しながら個人カウンセリング、子育て相談、箱庭、コラージュ等を体験して
いただくことができます。
なお11月5日には、本学白井幸子教授による公開講座「幸せになる子供を
育てるために」もあります。

11月5日, 6日 ルーテル学院大学 学校法人ルーテル学院 無料
臨床心理相談センター
0422-32-0316
http://www.luther.ac.jp/

両日とも午前10
時より午後3時ま
で。
11月5日の公開
講座は14時30分
開始。
個人カウンセリン
グ、子育て相談は

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。
年4回の開催でこの回で50回目

10月15日（土）
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

三鷹市 ④ 科学技術セミナー
「やさしい科学技術セミナー～不思議な寄生虫たちを体験しよう～」と題し
て一般および高校生を対象に講義と実習体験をするもの

10月29日（土）
杏林大医学部基礎
研究棟

国際科学技術財団と学校法
人杏林学園の共催

無料
杏林大学医学部感染症学教室
0422-47-5511　　　（内線3465）

定員あり（30名）

三鷹市 ③
杏林大学医学部管弦楽団第25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 11月20日（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3611）

三鷹市 ①,④ 三鷹　星と宇宙の日
講演会のほか、普段は公開していない観測・実験施設や装置の公開、研
究紹介、天体観望会など、多彩な企画を用意しています。

10月21日, 22日 国立天文台（三鷹）
自然科学研究機構国立天文
台

無料 http://www.nao.ac.jp/open-day/2011/
一般向け駐車場
なし

府中市 ②③ 外語祭
国際色豊かな学園祭です。26の専攻語による語劇を上演し、世界各国の
めずらしい料理を提供します。その他、文化系サークルによる展示イベン
ト、各国民族舞踊などの見どころが満載です。

11月19日～23日
国立大学法人東京
外国語大学府中
キャンパス

国立大学法人東京外国語大
学

http://www.gaigosai.com/
語劇・展示イベン
トについては無料
です。

府中市 ① プロに学ぶゴルフ初級講座（後期） プロゴルファーからゴルフを教わる
10月8日

～
11月5日

東京農工大学
府中キャンパス

国立大学法人東京農工大学 http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/20110421111853/index.html
全５回
毎週土曜日開催

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
府中キャンパス

国立大学法人東京農工大学 無料 http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/20110421111853/index.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名位まで）で
の 受入れ

府中市 ① 小学生による稲作り体験 小学生が稲の田植えから収穫までを行う
5月1日

～
12月31日

東京農工大学
府中キャンパス(FS
ｾﾝﾀｰFM本町)

国立大学法人東京農工大学 無料 http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/20110421111853/index.html

受講対象者限定
（府中市立第三
小学校5年生）

府中市 ①
小動物臨床獣医師養成講座：画
像診断学講座「造影検査」

「獣医師の卒後再教育プログラム　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。

10月10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/

府中市 ①
小動物臨床獣医師養成講座「痙
攣を起こす疾患の診断と治療」

獣医師のリカレント教育を実施し、小動物臨床医の知識・技術を向上さ
せ、市民生活に貢献しています。

11月27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/

府中市 ①

第２回　ペット市民講座「病気のシ
グナルを見逃す！飼い主さんがで
きる病気の早期発見、ココがポイ
ント！」

「獣医師の卒後再教育プログラム　アドバンス　イン　農工大！」が実施し
ている一般市民向けのペット講座です。

12月23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/

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11日～13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

調布市 ④ 子ども工作教室 ヘリコプターの製作 10月22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

調布市 ④ おもちゃの病院 壊れたおもちゃの修理 11月19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

調布市 ① 公開講座 第1回 調布身の丈起業塾
10月29日
11月 5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　　　　　　042-443-5138

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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

調布市 ① 公開講座 健康合気道講座

11月1日,8日,15日,29
日,

12月6日,13日,20日,
1月10日, 17日, 24日

電気通信大学武道
場

電気通信大学 無料 研究協力課　　　　　　042-443-5138

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22日, 23日 白百合女子大学 白百合祭実行委員会 無料 http://www.shirayuri.ac.jp/gakusai

調布市 ①
白百合女子大学　社会人生涯学
習プログラム「創造への道」

「ルツ記による黙想　自立するとき」をテーマに、星野正道教授（司祭）が
講話を行います。

11月19日 白百合女子大学 白百合女子大学 http://www.shirayuri.ac.jp/shogai/index.html

調布市 ① 杏林大学公開講演会
「子ども虐待を防ぐために　子育て支援をみんなの手で」と題して杏林大
病院ソーシャルワーカーによる講演

10月21日（金）
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

調布市 ①④
防災・日本再生シンポジウム「総
合コミュニケーション科学からの防
災・日本再生へのアプローチ」

「総合コミュニケーション科学」が防災にどのように貢献できるのか、またこ
れからの日本社会のあり方と「総合コミュニケーション科学」の役割につい
ての提言と議論を行います。

10月22日 電気通信大学B棟 電気通信大学 無料 http://www.uec.ac.jp/

町田市 ③ OPAP Vol.47「12人の怒れる女」 演劇公演 10月29日～11月5日

桜美林大学
淵野辺キャンパス
プルヌスホール

桜美林大学 http://www8.obirin.ac.jp/opai/

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5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 http://www8.obirin.ac.jp/ri/cmusic/

町田市 ②
桜美林学園90周年記念シンポジ
ウム

シンポジウム開催 11月2日
桜美林大学
町田キャンパス
荊冠堂チャペル

桜美林学園 無料 http://www.obirin.ac.jp/
11/2、１４：３０～
１７：４０

町田市 ③
東京女学館大学秋麗祭「特別講
座」

大学祭における特別講座で、客員教授の南美希子先生（エッセイスト、元
キャスター）の特別講座。テーマは「 強のコミュニケーション術、プレゼン
術」

10月30日（日） 東京女学館大学 東京女学館大学 無料 http://www.tjk.ac.jp/
一般の方の来場
は自由です。

町田市 ③ 育英祭
高専教育を受けた学生達の成果の一部を
一般来場者に向けて開放する文化祭です。

10月29日, 30日 サレジオ高専内 サレジオ工業高等専門学校 無料 http://www.salesio-sp.ac.jp/index.html

町田市 ① 第27回多摩シンポジウム
「文化遺産の保存活用とＮＰＯ　－新しい担い手たちとその課題ー」をテー
マとした講演とパネルディスカッションです。

10月29日
八王子学園都市セ
ンター・
イベントホール

法政大学 無料
多摩事務部総務課
042-783-2091

町田市 ①
和光大学連続市民講座「新・世界
都市物語」

“まつり”をテーマに、世界の町、歴史、文化などを本学教員が研究者の
視点で紹介する全5回講座です。

10月14日,21日,28
日,11月4日,11日

和光大学 和光大学大学開放センター http://www.wako.ac.jp/index.html

町田市 ①
催し物標題
映画&トーク&展示企画
「山川菊栄の思想と活動」

山川菊栄についてのドキュメンタリー映画の上映、ディスカッション、パネ
ル展示を行います。

11月3日
和光大学　　ぱいで
いあ

和光大学総合文化研究所 無料
和光大学企画室
学術振興係
TEL：044-989-7497

町田市 ②③ 第9回アジアフェスタin WAKO 2011
アジアに関わる教員･学生企画のイベントです。屋台･民族衣装ファッショ
ンショー･民舞披露等、文化を学び交流します。

10月25日 和光大学 和光大学　異文化交流室 無料
和光大学
学生支援室
TEL：044-989-7490

町田市 ② 大学祭（KVA祭）
各研究室の展示・紹介、進学相談会、クラブ・サークルの発表、模擬店、
近郊農家野菜直販、お笑いなど

11月12日, 13日
東京家政学院大学
町田キャンパス

東京家政学院大学 無料 http://www.kasei-gakuin.ac.jp/

小金井市 ① 健康テニス教室
近隣の地域住民を対象とし，生涯スポーツとして老若男女を問わず親し
まれているテニスについて，その練習やゲームを通じて，地域住民の健
康の維持・増進をはかるとともに地域の仲間づくりの一助とします。

10月5日,12日,19
日,26日,

11月2日,9日,16日,30
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
16日まで

小金井市 ①
心と体に効く五感エクササイズ
Ver.4－伝えるとは自分を知ること
から始まる－

本講座では演劇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
力や自由であることを発掘できるはずです。

11月5日 東京学芸大学 東京学芸大学 http://www.u-gakugei.ac.jp/seminar/
事前申込10月14
日まで

小金井市 ①
３日でホームページを作っちゃお
う！

本講座では，情報発信に重要なデザインの基礎を学び，実際にホーム
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によるトータルな指導を実施し，
気軽にホームページ作りの楽しさを体験できます。

11月5日, 12日, 19日 東京学芸大学 東京学芸大学 http://www.u-gakugei.ac.jp/seminar/
事前申込10月21
日まで

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11日～13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

小平市 ③ 金唐紙展示 日本の伝統工芸品である“金唐紙”製作物の展示 10月3日～22日
津田塾大学小平
キャンパス７号館ラ
ウンジ

EUSI 津田 無料

URL：
http://www2.tsuda.ac.jp/eusi/
E-mail：
eusi@tsuda.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５３回「教育・文化週間」関連行事

東京都
市区町村 種類 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

小平市 ③ 特別対談
金唐紙の第一人者上田尚先生をお招きしその歴史や手法等をご説明頂
く特別対談

10月16日
津田塾大学小平
キャンパス７号館中
島記念ホール

EUSI 津田 無料

URL：
http://www2.tsuda.ac.jp/eusi/
E-mail：
eusi@tsuda.ac.jp

小平市 ④ 国際会議
“The Uneasy Regionalism under the Uncertainty Globalisation: The
Relations between the EU and the Asia-Pacific Area”

10月15日 津田塾大学5号館 EUSI 津田 無料
URL：
http://www2.tsuda.ac.jp/eusi/

小平市 ③ 文化祭 各学年学習展示、共同制作 11月3日 サレジオ小学校 サレジオ小学校 無料 http://www.salesio.ac.jp/pr_07/pr_C_2.html

小平市 ③ 文化祭 各教科展示、修学旅行発表、他 11月3日 サレジオ中学校 サレジオ中学校 無料 http://www.salesio.ac.jp/jh_07/jh_C_3.html

小平市 ④ 第22回数学史シンポジウム
数学・計算機科学研究所主催により年1回開催される、数学史シンポジウ
ムの第22回です。

10月29日, 30日 津田塾大学 数学・計算機科学研究所 無料 数学・計算機科学研究所事務室 Tel: 042-342-5160

小平市 ③
津田梅子資料室
企画展

本学所蔵写真および資料を展示します。
（タイトル：津田塾のキャンパス計画と建築　1900－2012）

10月9日～2012年9
月

津田塾大学津田梅
子
資料室

津田梅子
資料室

無料  津田梅子資料室 Tel: 042-342-5219

日野市 ③
公開講座
～平家物語の虚実～

「平家物語」を様々な切り口から読み解く　公開講座の全3回の3回目とな
ります。今回は、平清盛と源平合戦にｽﾎﾟｯﾄをあて考察します。

11月6日
14:30～16:00

明星大学
日野校26号館

明星大学 無料 http://www.meisei-u.ac.jp/2011080401.html

国立市 ①
平成２３年度一橋大学秋季公開
講座

本学の教育を広く社会に開放し、地域社会の文化の向上に資することを
目的として、国立市・小平市・立川市・府中市・武蔵村山市・国分寺市の
各教育委員会の後援により実施しています。

10月1日,
8日,15日,

22日

一橋大学　　　国立
キャンパス

国立大学法人一橋大学 http://www.hit-u.ac.jp/extramural/open_lecture/index.html

国立市
①、
②

平成23年度一橋大学附属図書館
企画展示

企画展示：「読書のかたち：読む行為と空間」
講演会：長谷川輝夫氏による講演
　　　　　「近世フランスにおける読書の歴史」

11月1日～15日
(11/3,12,13を除く）

一橋大学国立キャ
ンパス　附属図書
館公開展示室/講
演会：同附属図書
館研修ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

国立大学法人一橋大学 無料 http://www.lib.hit-u.ac.jp/pr/tenji/index.html
講演会は11月8
日（火）14:30～
16:00のみ

国立市
②、
③

一橋祭 一橋大学生の課外活動の発表 11月4日～6日
一橋大学
国立キャンパス

一橋祭運営委員会 無料 http://ifn.josuikai.net/student/ikkyosai/other/reference.html

国立市 ① 一橋大学社会学部連続市民講座
2011年度、全8回の連続市民講座を開催しています。
11月12日のテーマは「キューバの宗教儀礼から、私たちの「価値」を顧み
る」です。

11月12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/teaching/open_lectures/lectures2011/

国立市 ②
子育て支援事業：園庭開放と歌遊
び

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26日

11月9日, 16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

狛江市 ① 教育（社会教育・生涯学習） 第55回慈恵医大第三病院公開健康セミナー 11月5日
慈恵医大第三病院
内

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

多摩市 ③ 「私の志」小論文コンテスト表彰式
『志』を考えるきっかけを提供し志を持つ学生の育成につとめるべく開催
する高校生対象の小論文コンテストの表彰式です。

11月3日
多摩大学
多摩キャンパス

「私の志」小論文コンテスト実
行委員会

無料 http://www.tama.ac.jp/info/kokorozasi-ronbun/index.html

多摩市 ③ 第23回多摩大学雲雀祭
多摩大学経営情報学部の学生が主体となって開催する多摩キャンパス
学園祭です。

１１月5日, 6日
多摩大学
多摩キャンパス

多摩大学雲雀祭実行委員会 http://www.edu.tama.ac.jp/hibari/

西東京市 ①④ 大学生と学ぶ放射線の物理
素粒子物理を専門とする東工大の大学生と一緒に放射線について学び
ます。様々な実験を通して正しい知識を身につけましょう。

11月20日
多摩六都科学館

東京工業大学柴田研究室・
多摩六都科学館共催

無料 http://www.tamarokuto.or.jp/

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。

10月30日
東京大学農学生命
科学研究科附属演
習林田無演習林

東京大学農学生命科学研究
科附属演習林田無演習林

東京大学田無演習林
Tel:042-461-1528
Mail:tanashi2010@uf.a.u-tokyo.ac.jp
http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/tanashi/

事前申込必要

小笠原村 ①,④ スターアイランド2011
本施設を広く公開し、日頃の研究成果は基より様々な研究分野を科学
的、物理的に大人から子供まで楽しみながら体験してもらいます。

11月19日
国立天文台VERA
小笠原局

自然科学研究機構国立天文
台

無料 国立天文台水沢VLBI観測所庶務係・0197-22-7111

未定
①③
④

サテライト講座
都心の会場で、当館の教員が一般の方向けに、日本文学及び関連分野
に関する講義を行います。

11月19日 都内（予定）
人間文化研究機構国文学研
究資料館

無料 http://www.nijl.ac.jp/pages/event/ 事前申込制

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


