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都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

東京都 足立区 ①②③
帝京科学大学千住キャンパス大学祭
（第8回桜科祭）

大学祭では、「結」をテーマに来場者の方に学生達が日頃何を学び、将来何を目指している
のかを知って頂き、大学への理解を深めてもらうことを主旨としています。また、各種展示や
模擬店なども出店し、参加した学生や来場者の方が心から楽しみ、笑顔になれる大学祭を目
指します。

10月27日～28日 帝京科学大学千住キャンパス 帝京科学大学桜科祭実行委員会 無料 https://www.oukasai.net/
教務課学生第1係
03-6910-3790

東京都 足立区 ①② 東京電機大学工学部第二部公開科目
単位の取得を目的としない聴講のみを希望される一般社会人が、大学で開講されている科
目を聴講できるようにする制度です。
公開する科目や受講料等はＵＲＬをご参照ください。

9月～1月
東京電機大学
東京千住キャンパス

東京電機大学
http://www.soe.dendai.ac.jp/kyomu
/extension/

本学の教育研究に支障のない範囲とし
ます。お申込みいただいた場合でも不
許可となる場合があります。

東京都 足立区 ①② 東京電機大学大学院公開科目
単位の取得を目的としない聴講のみを希望される一般社会人が、大学院で開講されている
科目を聴講できるようにする制度です。
公開する科目や受講料等はＵＲＬをご参照ください。

9月～1月
東京電機大学
東京千住キャンパス

東京電機大学
http://www.soe.dendai.ac.jp/kyomu
/extension/

本学の教育研究に支障のない範囲とし
ます。お申込みいただいた場合でも不
許可となる場合があります。

東京都 足立区 ① 東京電機大学ＭＥ講座 医用生体工学に係る最新技術の動向と展望、社会的要請に係る講座の開講 10月～12月
東京電機大学
東京千住キャンパス

東京電機大学産官学交流センター
https://www.dendai.ac.jp/crc/tlo/
me/

東京都 足立区 ②，③ 旭祭
学園祭
（学園祭の場を活用し、大学の公開を行います。学生団体や研究室の展示、屋外ステージ、
芸能人ライブ、子供の広場などを予定しています。）

11月3日、4日
東京電機大学
東京千住キャンパス

東京電機大学　旭祭実行委員会 無料 ttps://www.dendai.ac.jp/

東京都 板橋区 ②、③ 第55回淑徳祭
淑徳大学　東京キャンパスで開催される大学・短期大学部の学園祭です。
教育成果の発表や各種イベント等、教育・文化の祭典です。

11月24～25日 淑徳大学東京キャンパス 淑徳祭実行委員会 無料 http://www.shukutoku.ac.jp/ 03-3966-7632

東京都 板橋区 ③
特別企画展
「和装モダン」

大正から昭和時代前期までの女性の着物を中心に展示し、和服が日常着であった時代の華
やかでモダンな和の装いを紹介。

10月18日～11月22日 東京家政大学博物館 東京家政大学博物館 無料
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp/hakubutu/

東京都 板橋区 ③
講演会
「蓄音機で聴く大正・昭和」

蓄音機から流れる大正・昭和期のレコードを聴きながら、当時の流行音楽やレコードについ
て解説。

11月17日 東京家政大学博物館 東京家政大学博物館 無料
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp/hakubutu/

東京都 板橋区 ①③④
オープンラボ：
中学・高校交流ロボットコンテスト

総勢200名程度の中学生・高校生が集まりさまざまな競技をおこない、1年間作りこんだロボッ
トの動作を競います。

11月3日
日本大学
豊山女子高等学校

日本大学理工学部 無料
https://www.cst.nihon-
u.ac.jp/academy/openlabo/index.ht
ml

日本大学理工学部庶務課
03-3259-0514

東京都 板橋区 ①②③ 翠心祭・若樹祭
大学祭
文化団体，体育団体の活動発表，作品展示，チャリティーバザーを開催します。また，AED講
習会や「一日総合病院」による健康チェックも行っています。

11月3日～4日 日本大学医学部
日本大学医学部
（翠心祭・若樹祭実行委員会）

無料
日本大学医学部学生課
03-3972-8128

東京都 大田区 ①②③ 大森祭 学生が研究発表や模擬店出店を行います。 10月20日・21日
東邦大学医学部・看護学部
（大森キャンパス）

同左

大森学事部学事課
（学生担当）
医学部 03-5763-6528
看護学部 03-3762-9881

東京都 大田区 ①③④
公開講座＜スキュタイ人のアマゾン神話―ヘ
ロドトスの異文化理解―＞

看護学部人文学研究室　平田松吾教授による講演。 10月21日 東邦大学看護学部 同左 無料
https://www.toho-
u.ac.jp/nurs/event/files/kouza2018
1021.pdf

大森学事部学事課
看護学部
TEL：03-3762-9881

東京都 大田区 ①②④ 公開講座＜放射線治療＞ がん看護専門看護師による講演（予定）。 10月27日 東邦大学医療センター大森病院 同左 無料
https://www.omori.med.toho-
u.ac.jp/kokai_koza/index2018/ichira
n.html

総務課
TEL 03-3762-4151

東京都 葛飾区 ①
東京理科大学
サイエンス道場

常設展示の無料公開
月曜～金曜
(土曜・日曜・祝日は休館)

東京理科大学・葛飾キャンパス
サイエンス道場

東京理科大学
サイエンス道場

無料
http://www.tus.ac.jp/csr/science_d
ojo.html

03-5228-8224

東京都 町田市 ②,③ アジアフェスタ
アジアの多彩な食文化をテーマとして、模擬店の出店および展示・公演等の開催を予定して
います。

10月13日 和光大学キャンパス内 国際交流センター 無料
和光大学HP掲載予定
https://www.wako.ac.jp/index.html

学生支援室
044-989-7490

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

東京都 町田市 ②,③ 大学祭
学生が模擬店・ステージ・展示等の運営を行います。
期間中、梅根記念図書・情報館（Let`s Read Project）では、ミニビブリオバトル等を企画して
います。

11月3日・4日 和光大学キャンパス内 2018年度大学祭実行委員会 無料
和光大学HP掲載予定
https://www.wako.ac.jp/index.html

学生支援室
044-989-7490

Let`s Read Projectについては、
図書・情報室(044-989-7494)
にお問い合わせください

東京都 北区 ② 第32回東京成徳短期大学保育研修会
新要領・新指導方針に関わる内容を具体的なかたちで取り上げ、現職の皆様に、保育の質
の向上につながる気付きを得て頂ける内容です。
子育てに関心のある一般の方も応募可能。

11月17日
東京成徳短期大学
十条台キャンパス

東京成徳短期大学 無料 http://www.tsu.ac.jp/

hoiku-kenshu@tsc.ac.jp
（メールでのみの対応となりま
す）

申込受付は先着順～定員までとなりま
す。
講演会：定員480名
第1分科会：定員147名
第2分科会：定員60名
第3分科会：定員480名
講演会13:15～14:45、
分科会15:00～17:00。

東京都 国立市 ③
平成30年度
一橋大学附属図書館企画展示

世界的にも有数の貴重なコレクションを所蔵する社会科学古典資料センターの活動や、セン
ター設立の決定的な契機となったフランクリン文庫入手の、奇跡的ともいうべきドラマチックな
経緯をご紹介します。

展示：11月20日～12月7日
講演会：11月21日

展示：一橋大学国立西キャンパス附
属図書館図書館展示室
講演会：附属図書館会議室

国立大学法人一橋大学 無料
附属図書館HP：
http://www.lib.hit-u.ac.jp/pr/tenji/

附属図書館
（学術情報課）
042-580-8240

東京都 国立市 ①② 子育て支援事業；園庭開放＆歌遊び 地域の２～３歳児親子を対象に園庭開放と歌遊びを行います。 10月24日
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
国立音楽大学附属幼稚園HP：
http://k-onyo.sakura.ne.jp

国立音楽大学附属幼稚園
042-572-3533

定員：50組要予約

東京都 国立市 ①② 子育て支援事業；リトミック＆園庭開放 地域の２～３歳児親子を対象に親子リトミックと園庭開放を行います。 11月21日
国立音楽大学附属幼稚園
遊戯室と園庭

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

国立音楽大学附属幼稚園
042-572-3533

定員：50組要予約

東京都 国立市 ①
公開講座（幼児講座）
歌あそびリズムあそび

ピアノに合わせて歌ったり踊ったり･･･
みんなで楽しく音楽遊びをしましょう！

10月28日
東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

https://www.twcpe.ac.jp/activity/e
xtension.html#anc1

※保険料200円が必要

東京都 国立市 ③
学園祭
第56回　藤園祭

学生の運営により、クラス・クラブ対抗イベントのほか、模擬店や実演、目玉イベントを開催し
ます。

11月3日～4日
東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

https://www.twcpe.ac.jp/
※詳細は決まり次第本学ホー
ムページにてお知らせ

東京都 国立市 ①
公開講座（成人講座）
ウォーキング・クリニック

フォームやペース配分をチェックしながらウォーキングを楽しみましょう。 11月10日
東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

https://www.twcpe.ac.jp/activity/e
xtension.html#anc4

※保険料200円が必要

東京都 国立市 ①

東京2020応援プログラム
東京女子体育大学・
東京女子体育短期大学特別講座
～東京2020オリンピック・パラリンピックプロ
ジェクト～

今年度は「ちゃんとやってみる！」をテーマに掲げ、年間9回の講座を開催しています。11月
は（一社）日本パラバレーボール協会より講師を招き、シッティングバレーの魅力を体験しま
す。

11月17日
東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

042-572-4131（代表）
※詳細は本学ホームページに
てお知らせ

東京都 国立市 ①
公開講座（成人講座）
おとなのラジオ体操

ラジオ体操第一で美ボディーを作りましょう。 11月24日
東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学

https://www.twcpe.ac.jp/activity/e
xtension.html#anc4

※保険料200円が必要

東京都 江東区 ④
第61回東京国際交流館
交流研究発表会

東京国際交流館に入居する留学生・研究者等が日頃大学や研究機関で研究している内容に
ついて発表します。

11月3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
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/ky
oten/tiec/event/koryu/index.html

留学生事業部
留学生事業計画課
TEL　03-5520-6012

東京都 江東区 ①
昭和大学江東豊洲病院
第９回公開講座

歯科・歯科口腔外科から「お口からはじめる健康」、リハビリテーション科から「飲み込み障害
について」講演をします。

11月17日 昭和大学江東豊洲病院　9階講堂 昭和大学江東豊洲病院 無料
昭和大学江東豊洲病院ＨＰ：
http://www.showa-u.ac.jp/SHKT/

昭和大学江東豊洲病院
（03-6204-6000）

東京都 小金井市 ①
健康スポーツ講座
 「テニス・応用編：ダブルスゲームを楽しもう」

テニス応用編として、試合形式のゲームを中心に行い、ダブルスゲームを楽しんでいただき
ます。

10月6日、13日、20日、27
日

東京農工大学小金井キャンパス 国立大学法人東京農工大学
http://www.tuat.ac.jp/outline/discl
osure/koukaikouza/2018/ippan3.ht
ml

工学研究院
先端健康科学部門
田中 幸夫
電話:042-388-7969
FAX:042-388-7969
E-mail:tyuki@cc.tuat.ac.jp

事前に申し込みが必要です。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

東京都 小金井市 ②,③
秋のオープンキャンパス
～研究室大公開～

東京農工大学工学部では、平成31年4月に学科改組を予定しています。
東京農工大学工学部への進学を希望する皆さん、東京農工大学をお知りになりたい皆さん
を対象に、全学科から研究室を厳選し、研究活動を中心に公開します。

11月10日
東京農工大学
小金井キャンパス

国立大学法人東京農工大学 無料
https://www.tuat.ac.jp/admission/o
pencampus/kougakubu/autumn_set
umeikai/

小金井地区事務部
戦略企画室
042-388-7741

東京都 小金井市 ②,③
工学部・工学府学生による研究発表会
（ポスター発表会）

現在、工学部の学生、大学院の学生が行っている研究内容・成果について、広く皆様に知っ
ていただくことを目的としてポスターによる研究発表会を開催します。当日は皆様の投票等に
よりベストポスター賞を決定します。

11月10日
東京農工大学
小金井キャンパス
科学博物館

国立大学法人東京農工大学 無料
https://www.tuat.ac.jp/admission/o
pencampus/2016poster/

小金井地区事務部
戦略企画室
042-388-7741

東京都 小金井市 ② プログラミング教室 小学5年生・6年生を対象に、簡単なソフトを使い、プログラミングの体験教室を実施。 11月4日
東京電機大学
東京小金井キャンパス

東京電機大学中学校高等学校 無料
https://www.dendai.ed.jp/admission
/openschool/programming.html

専用HPより事前申込制。
(定員あり。)

東京都 国分寺市 ①③ 須田誠舟琵琶演奏会　平家物語を聴く
平家物語や当日演奏される曲目に関する解説を専門家が行い、その後琵琶による平家物語
の演奏を行います。初めての方でもお楽しみいただける構成になっています。

10月24日 東京経済大学　国分寺キャンパス 東京経済大学
http://www.tku.ac.jp/news/021159.
html

東京経済大学　広報課
042-328-7900

定員に達し次第申し込み締め切り

東京都 国分寺市 ①②③
親子で参加する
オペラ「カルメン」鑑賞と懇親会

世界３大オペラの一つ「カルメン」。世界中のオペラファンを魅了してきた名作を、オペラ初心
者にも身近に感じられる様に、演出。参加者同士の懇親会もオペラ鑑賞後にに開催し、親睦
を深める。

10月20日 東京経済大学　国分寺キャンパス 東京経済大学 http://www.tku.ac.jp/fubo
東京経済大学
父母の会事務局
042-328-8029

締切済

東京都 国分寺市 ①②③ 親子で参加する　就職ガイダンス
父母の年代が就職活動をしていた時とは大きく異なるため、経済ジャーナリストとの講演、現
役学生からの就活報告を、在校生とその父母を対象として行う

11月17日 東京経済大学　国分寺キャンパス 東京経済大学 無料 http://www.tku.ac.jp/fubo
東京経済大学
父母の会事務局
042-328-8029

2018/10/12締切

東京都 小平市 ①②③④ 2018年度武蔵野美術大学芸術祭

2018年度の芸術祭のテーマは、アラビアン、タイトルは「アート・マハル」です。日頃の課外活
動や個人制作･研究の成果を一般に向けて公開する作品展覧会は、公認サークルを中心と
した個性的な模擬店群とともに、本学開学以来の伝統的な行事となっています。芸術祭の企
画･運営は、芸術祭実行委員会によって行われ、基本的に学生の自主的な企画･運営にまか
され、これに大学が助成･協力するというかたちで進められています。

10月26～28日 武蔵野美術大学 武蔵野美術大学 無料 http://www.geisai.jp/
芸術祭実行委員
042-342-6479

東京都 小平市 ①②③④ 関野吉晴ワンダースペース

“グレートジャーニー”で広く知られた探検家 関野の半世紀に渡る行動とその思考を、関野の
写真作品や言葉などをもとに構成した展覧会。全体を5つのセクションに分け、美術館内での
縄文号*の展示を中心に学内各所に展開し、鑑賞者に移動と発見による俯瞰と虫瞰の追体
験を促します。来館者は虫の視点（虫瞰）と虫の眼（複眼）で見出した関野の世界を知ること
で、我々の生きる大きな地球を俯瞰できることでしょう。* 縄文号｜砂浜で集めた砂鉄から
作った工具で、自然から得た素材のみを使用し造った丸木舟。

10月15日～11月10日
10:00～18:00
（土曜日、特別開館日は
17:00閉館）

武蔵野美術大学美術館 展示室2、
アトリウム1・2、
南北地下通路（ガレリア）、
14号館地下ギャラリー

武蔵野美術大学
美術館・図書館

無料
http://mauml.musabi.ac.jp/museum
/archives/11834

tel: 042-342-6003

休館日｜日曜日、
10月25日（木）、29日（月）
※10月28日（日）、11月4日（日）は特別
開館

東京都 小平市 ①②③④
田中克明
プロジェクト型デザイン活動の軌跡

フリーランスデザイナーズ連盟「FD」、障害者のための用具開発グループ「RID」、島崎信事務
所等に所属し、複数の組織が関わり合う数々のプロジェクトを実現してきた田中克明の活動
の軌跡とデザインへのまなざしを紹介するとともに、武蔵野美術大学通信教育課程における
社会人に向けたデザイン教育への展開にも注目します。

10月15日～11月10日
10:00～18:00
（土曜日、特別開館日は
17:00閉館）

武蔵野美術大学美術館 展示室4
武蔵野美術大学
美術館・図書館

無料
http://mauml.musabi.ac.jp/museum
/archives/11839

tel: 042-342-6003

休館日｜日曜日、
10月25日（木）、29日（月）
※10月28日（日）、11月4日（日）は特別
開館

東京都 小平市 ①②③④ 和語表記による和様刊本の源流

本展は近世日本の木版印刷による刊本を、造形的視点から再見することにより、「和様刊
本」を日本の造本デザイン史に位置づけることを目的としています。また同時に、漢字・平仮
名・片仮名などの字形をはじめ、料紙・印刷・製本等、造本における造形要素の考察を通し
て、和語表記による「和様刊本」の多様な造本美の世界を紹介します。

10月15日～11月10日
10:00～18:00
（土曜日、特別開館日は
17:00閉館）

武蔵野美術大学美術館 展示室3
武蔵野美術大学
美術館・図書館

無料
http://mauml.musabi.ac.jp/museum
/archives/11843

tel: 042-342-6004
 休館日｜日曜日、祝日
※11月3日（土・祝）、4日（日）、23日
（金・祝）は特別開館

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 小平市 ①②③④ 助手展　武蔵野美術大学助手研究発表2018

本学研究室の一員である助手が、日頃の制作や研究の成果を発表する展覧会。日々の授
業運営などを担う傍ら、アーティスト、デザイナーあるいは研究者としても活躍する助手たち
の多彩な表現を展観し、出品作家である助手自身が企画運営にも携わり、毎年特色ある展
示を展開します。

10月15日～11月10日
10:00～18:00
（土曜日、特別開館日は
17:00閉館）

武蔵野美術大学美術館 展示室1・2・
4・5、アトリウム1・2

武蔵野美術大学
美術館・図書館

無料
http://mauml.musabi.ac.jp/museum
/archives/11847

tel: 042-342-6003 休館日｜日曜日

東京都 小平市 ①②③④
民俗資料室ギャラリー展示（26）

東北の木地玩具 ―遊びと祈りの造形―

日本には土人形や張り子人形など様々な素材を用いて作られた玩具があり、それらの中に
は地域の風土と信仰によって生み出されたものが数多く見られます。本展では民俗資料室の
所蔵資料のうち、未公開の東北の木地玩具を約190点ご紹介します。木地玩具には、こけし
のデザインを受け継ぐえじこ（嬰児籠人形）や様々な種類の独楽、車輪で動く動物や乗り物な
どがあります。製作した木地師や地域によって異なる模様など、バリエーション豊かな木地玩
具をお楽しみください。

10月15日～11月30日
10:00-17:00

武蔵野美術大学13号館　民俗資料室
ギャラリー

武蔵野美術大学
美術館・図書館

無料
http://mauml.musabi.ac.jp/museum
/archives/11851

tel: 042-342-6006

休館日｜日曜日、10月25日（木）、29日
（月）
※10月28日（日）、11月4日（日）は特別
開室

東京都 品川区 ① 世界糖尿病デー 糖尿病の予防、治療、療養を喚起する啓発活動を行います。 11月8日 昭和大学病院附属東病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 無料
昭和大学病院附属東病院
（03-3784-8000）

東京都 品川区 ① 平成30年度公開講座
昭和大学医学部・歯学部・薬学部・保健医療学部を有する医系総合大学である特色を生かし
て、「暮らしと健康～QOL（生活の質）の高い生活を送るため―その治療を受けるか断るか―
～」をメインテーマとし、公開講座を開催いたします。

11月10日
11月24日

昭和大学旗の台キャンパス 昭和大学 無料

昭和大学ＨＰ
http://www.showa-
u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_i
nfo.html

昭和大学学事部学事課
（03-3784-8022）

順次更新予定

東京都 渋谷区 ④
シンポジウム
「マクロン時代の第五共和制－フランス政治社
会の６０年」

昨年選出されたマクロン大統領はフランス政治社会の大胆な改革に着手しようとしています。
政治外交、経済、社会、マスメディア等各分野で第五共和制がどのように変遷してきたのかを
分析し、今後の変化を討議します。

10月26日～27日 日仏会館ホール シンポジウム企画委員会 無料 準備中
yoshidat@juris.hokudai.ac.jp
011-716-2111

東京都 渋谷区 ②、③ 第68回文化祭
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、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
学校法人文化学園
文化学園大学

無料
（文化学園大学HP）
http://www.bunka.ac.jp

学生部学生課
03-3299-2324

東京都 渋谷区 ②、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、照明等全ての演出を国際ファッション文化学科の3年
生全体で手掛けたファッションショーです。

11月2日～4日 文化学園大学
学校法人文化学園
文化学園大学

無料
（文化学園大学HP）
http://www.bunka.ac.jp

学生部学生課
03-3299-2324

東京都 渋谷区 ②、③ 第38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
学校法人文化学園
文化学園大学

無料
（文化学園大学HP）
http://www.bunka.ac.jp

学生部学生課
03-3299-2324

東京都 渋谷区 ③ 文化祭展示 和装文化の制作品等を展示し、日本の伝統文化に触れる機会を提供します。 11月2日～4日 文化学園大学
学校法人文化学園
文化ファッション研究機構
和装文化研究所

無料
（文化ファッション研究機構服飾文
化共同研究拠点）
http://www.bfri.bunka.ac.jp

研究協力室
03-3299-2517

東京都 渋谷区 ② 文化祭
文化学園4校合同の文化祭を開催します。本大学院は3日間にわたり、コース別のカリキュラ
ム展示、修了作品展示、ワークショップ、入学相談、修了生ブランドの受注・販売会等を行い
ます。

11月2日～4日 文化ファッション大学院大学 文化ファッション大学院大学 無料
（文化ファッション大学院大学HP）
http://www.bfgu-bunka.ac.jp/

教学事務室
03-3299-2701

東京都 渋谷区 ② 文化祭 平成30年度における本学院の学習成果公開及びバザー等による社会・慈善活動への貢献。 11月2日～4日 文化服装学院 文化服装学院 無料
（文化服装学院HP）
http://www.bunka-fc.ac.jp/

文化服装学院広報課
03-3299-2220

東京都 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
（文化外国語専門学校HP）
http://www.bunka-bi.ac.jp

教務部
03-3299-2011

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 渋谷区 ③ 文化祭展示 「髪型の移り変わり～西洋と日本～」のテーマで、当館所蔵の資料を展示します。 11月2日～4日 文化学園図書館 文化学園図書館 無料
[文化学園文化学園大学図書館ＨＰ]
https://lib.bunka.ac.jp/

文化学園
図書館カウンター
03-3299-2395

東京都 渋谷区 ③
ブルックスブラザーズ：アメリカンスタイルの
200年、革新の2世紀

アメリカで最も歴史ある紳士服ブランド、ブルックス ブラザーズの創立200周年を記念し、日
本初の本格的回顧展を開催します。アメリカンクラシックスタイルの基本を築いた2世紀に渡
る同ブランドの変遷を紐解きます。

11月7日 文化学園服飾博物館 文化学園服飾博物館 無料
（文化学園服飾博物館HP）
https://museum.bunka.ac.jp

文化学園
服飾博物館受付
03-3299-2387

東京都 渋谷区 ①③④
桜美林大学オープンカレッジ
2018年度 秋期 生涯学習講座

桜美林大学の知的財産を社会・地域に対して、公開講座という形で開放し、生涯学習を通じ
て提供いたします。本学大学院と連携した、専門的かつ学術的な講座も開設しています。

11月
桜美林大学
四谷キャンパス（千駄ヶ谷）

桜美林大学
エクステンションセンター

https://www.obirin.ac.jp/extension/
school/yotsuya/

TEL : 042-704-7075
Email : extnsn@obirin.ac.jp

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

11月2日～4日 青山学院大学青山キャンパス 青山学院大学 無料 http://www.aoyamafes.com/
青山学院大学学生生活課
03-3409-7835

東京都 渋谷区 ③ 青山ジャズ・イニシャティブ
プロのバンドから他大学のバンドまで集う、今年で9回目となるジャズコンサ－ト。Diversity in
Jazz 「ジャズの多様性」をテ－マに、いろいろな形態やジャンルのジャズを青学から発信しま
す。

11月23日
13：00～17：00

ガウチャ－記念礼拝堂
青山キャンパス

青山学院大学 無料 URLは無
青山学院大学学生生活課
03-3409-7835

東京都 渋谷区 ③ 青山学院女子短期大学　青山祭 青山祭（大学祭）のテーマ「Greatest Woman」。学生の展示・発表を中心に開催します。 11月3日～4日 青山学院女子短期大学 青山学院女子短期大学 無料
青山学院女子短期大学ホームペー
ジhttp://www.luce.aoyama.ac.jp/

青山学院女子短期大学
学生課 学生生活担当
03-3409-9772

東京都 渋谷区 ②
特別展示「青山学院を支えたサーバント・リー
ダー～米山梅吉・はる、間島弟彦、万代順四
郎～」

青山学院第2代院長の本多庸一の薫陶を受け、教育・財政面において学院へ多大なる援助
を行った米山梅吉・はる夫妻、間島弟彦、万代順四郎の4人についての展示を行います。

11月6日～12月22日
青山キャンパス
間島記念館2階 展示室4

青山学院資料センター 無料
青山学院資料センターHP
http://www.aoyamagakuin.jp/histor
y/mcenter/index.html

青山学院資料センター
電話：03-3409-6742
E-mail：ag-
archives@aoyamagakuin.jp

※詳細は順次HPにてご案内します。

東京都 新宿区 ①
東京理科大学
数学体験館

常設展示の無料公開
水曜～日曜
（月曜・火曜・祝日は休館）

東京理科大学・神楽坂キャンパス
数学体験館

東京理科大学
数学体験館

無料
https://oae.tus.ac.jp/mse/taikenka
n/

03-5228-7411

東京都 新宿区 ①
東京理科大学
近代科学資料館

常設展示の無料公開
火曜～土曜
（日曜・月曜・祝日は休館）

東京理科大学・神楽坂キャンパス
近代科学資料館

東京理科大学
近代科学資料館

無料
http://www.tus.ac.jp/info/setubi/m
useum/

03-5228-8224

東京都 杉並区 ③
第109回チャペルコンサート
「オルガンとオーケストラの夕べ」

東京女子大学では、1991年秋にフランス・ヘルプフェル社のパイプオルガンをチャペルに設
置しました。学内外を問わず、広く皆様に聴いていただきたく、各コンサートとも声楽・器楽等
ソロも加えて開催いたします。

10月20日 東京女子大学チャペル 東京女子大学オルガン委員会
東京女子大学
全学共通教育センター　音楽
03-5382-6406

東京都 杉並区 ①②

創立100周年記念連続シンポジウム
グローバル社会に生きる女性のエンパワーメ
ント（最終回）
「女子大学の新たな使命」

どの大学、どの学部でも女性が学ぶことができるようになった今日において、女子大学の存
在意義はどこにあるのか。多様な観点から21世紀における女子大学の社会的役割を正面か
ら問い直す。

11月2日
東京女子大学講堂 東京女子大学

エンパワーメント・センター
無料

東京女子大学HP：
http://www.twcu.ac.jp/univ/events
/files/181102empowerment_jyoshid
aishimei02.pdf

東京女子大学
エンパワーメント・センター
03-5382－6832
empowerment@lab.twcu.ac.jp

事前申し込み必要
当日参加可

東京都 杉並区 ③
第110回チャペルコンサート
吉田　恵　オルガン・リサイタル

東京女子大学では、1991年秋にフランス・ヘルプフェル社のパイプオルガンをチャペルに設
置しました。学内外を問わず、広く皆様に聴いていただきたく、各コンサートとも声楽・器楽等
ソロも加えて開催いたします。

11月17日 東京女子大学チャペル 東京女子大学オルガン委員会 無料
東京女子大学
全学共通教育センター　音楽
03-5382-6406

東京都 杉並区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

長崎潜伏キリシタンの信仰世界
伝来したテキスト（教理書）を読み解く
「潜伏キリシタン」とはどのような存在であるのかという問題を、最近の研究成果と歴史史料
の検討をふまえて考えてみる講座です。

10月27日
明治大学
和泉キャンパス 和泉図書館
1階ホール

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4527/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

東京都 杉並区 ③ 第134回明大祭
和泉キャンパスで開催される学園祭で，公認サークル，ゼミ等学生団体による多数の発表等
が３日間開催されます。

11月2日～11月4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/  
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東京都 世田谷区 ① 危機管理学部公開講座 講座内容「国際テロリズムの現状と市民の自己防衛」 11月3日 日本大学三軒茶屋キャンパス
日本大学危機管理学部
危機管理学研究所

無料
日本大学危機管理学部
https://www.nihon-
u.ac.jp/risk_management/

日本大学
三軒茶屋キャンパス
03-6453-1600

東京都 世田谷区 ② 三茶祭
日本大学三軒茶屋キャンパスの学園祭です。危機管理学部は防災に関する企画や展示，ス
ポーツ科学部は体験型スポーツ教室やオリンピアンを招いてのトークセッション等，学部の特
色を活かしたイベントを開催します。

11月3日～4日 日本大学三軒茶屋キャンパス 日本大学三茶祭実行委員会 無料

日本大学危機管理学部
https://www.nihon-
u.ac.jp/risk_management/
日本大学スポーツ科学部
http://www.nihon-
u.ac.jp/sports_sciences/

日本大学
三軒茶屋キャンパス
03-6453-1600

東京都 世田谷区 ③ 文化祭 日頃の研究の成果発表及び課外活動団体等による展示や催し。 11月2日、3日 成城大学構内 無料 http://www.seijo.ac.jp/
学生部学生課
03-3482-9081

東京都 世田谷区 ② 文化祭 日頃の勉学の成果発表だけでなく、クラス課外活動等の企画による展示や催しを行います 11月2日、3日 中学校高等学校校内 無料
http://www.seijogakuen.ed.jp/chuk
ou/

03-3482-2104

東京都 世田谷区 ②③ 第50回「子どもの祭り」 児童による神輿等の出し物 11月3日 成城学園初等学校 無料
http://www.seijogakuen.ed.jp/shoto
/

03-3482-2106

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

03-3482-2108

東京都 世田谷区 ①③ 成城大学民俗学研究所特別展
学内外の児童～一般を対象として、民俗学の普及や資料の公開を目的とした展示を行いま
す。本年度は「民俗学研究所特別展　干支の郷土玩具シリーズ　犬・猿－犬猿の仲！？とは
いうものの・・・（仮）－」のタイトルで、郷土玩具展示を行います。

11月2日～30日 成城大学民俗学研究所展示室 成城大学民俗学研究 無料
http://www.seijo.ac.jp/research/fol
klore/

民俗学研究所
03-3482-9098

東京都 世田谷区 ② 第53回自由が丘産能祭

産業能率大学が開催する自由が丘産能祭（学園祭）において下記イベントを行う予定です。
・各ゼミ研究発表
・ステージイベント
・地域交流企画・貢献活動
・卒業生向けホームカミングイベント

11月17日～18日
土、日終日

産業能率大学自由が丘キャンパス
産業能率大学
自由が丘産能祭実行委員会

無料
http://www.sanno.ac.jp/univ/camp
us_life/event/2018/gakuensai_j.htm
l

産業能率大学
大学事務部
学生サービスセンター
電話（03-3704-1211）

東京都 世田谷区 ① 公開講座 一般市民の方へ医療に関する講演を行います。 11月11日 昭和大学附属烏山病院 昭和大学附属烏山病院 無料
昭和大学附属烏山病院ＨＰ：
http://www.showa-u.ac.jp/SUHK/

昭和大学附属烏山病院
（03-3300-5231）

東京都 世田谷区 ①②③
平成30年度文理学部文化祭「桜麗祭」及び
「ホームカミングデー」

地域住民・受験生・卒業生等を対象に，学生企画，模擬授業，学部・学科企画，連携自治体
による物産展，学部校友会交流会（※校友のみ対象）などを開催し，交流・情報交換していた
だきます。（学部校友会と共催）

11月2日～4日 日本大学文理学部キャンパス
日本大学文理学部，
桜麗祭実行委員会，
文理学部校友会

無料 https://www.chs.nihon-u.ac.jp/
日本大学文理学部
庶務課
03-5317-9677

ホームページは９月以降随時更新予定

東京都 世田谷区 ③
展示会「形象化された〈満・蒙〉－日本大学文
理学部所蔵ビジュアル・メディアを中心として
－」

日本大学文理学部では，文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業（平成15～19年
度）や文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成22～24年度）をはじめとした
様々な研究助成を受け，戦前・戦中期東北アジア地域におけるビジュアル・メディアに関する
学際的研究を重ねてまいりました。
　今回の展示では，その間において収集・整理した資料のなかから，戦前・戦中期の日本で
「満洲」や「蒙古」と呼び慣らわされていた地域に関するビジュアル・メディアを中心に展示し，
日本において同地域が如何に認識されていたのかを紹介してまいります。

9月25日～11月4日 日本大学文理学部資料館
日本大学文理学部・
日本大学文理学部資料館

無料
https://www.chs.nihon-
u.ac.jp/other/2018-07-26/8973/

日本大学文理学部資料館
03-5317-8590
（資料館事務室直通）

共催：日本大学文理学部情報科学研究
所

東京都 世田谷区 ①
日本大学商学部公開講演会
「日本のエネルギー政策と原発のコスト」

日本における原発による電力の持続可能性及びその代替となるエネルギーの可能性を会計
学からの見地を中心として検証し，報告，討論を行います。

10月27日 日本大学商学部３号館講堂 日本大学商学部 無料 http://www.bus.nihon-u.ac.jp/
日本大学商学部
研究事務課
03-3749-6718

東京都 世田谷区 ③
「東急電鉄と一緒に考える　世田谷のまちづく
り」

現代応用経済学科ラボラトリ主催、東急電鉄共催シンポジウム 10月27日 種月ホール 現代応用経済学科ラボラトリ 無料
https://www.komadaicommunitylab.
com/

現代応用経済学科ラボラトリ
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東京都 世田谷区 ①④ アントレプレナー交流会＠二子玉川 現代応用経済学科ラボラトリ主催イベント 10月25日
多摩川高島屋S・C
ラ・メゾン アンソレイユターブル

現代応用経済学科ラボラトリ 無料
https://www.komadaicommunitylab.
com/

現代応用経済学科ラボラトリ

東京都 世田谷区 ①④ ビジネスアイデアコンテスト
現代応用経済学科ラボラトリ学生運営委員会主催イベント
（オータムフェスティバル（大学祭）期間）に開催。

11月3日 種月館教場 現代応用経済学科ラボラトリ 無料
https://www.komadaicommunitylab.
com/

現代応用経済学科ラボラトリ

東京都 世田谷区 ①②③

駒澤大学 経営学部2学科体制
10周年関連イベント
「日経新聞　未来面シンポジウム　～つくりか
えよう～」

日本を代表する団体・企業のトップを招いた講演会。
・中家徹氏　全国農業協同組合中央会（JA全中）会長
・田中孝雄氏　三井E&S ホールディングス（旧・三井造船）代表取締役社長CEO

10月22日
14：40～17：00

駒澤大学駒沢キャンパス 記念講堂 日本経済新聞社 無料
http:esf.nikkei.co.jp/e/miraimen201
81022

未来シンポジウム
事務局

東京都 世田谷区 ①②③
駒澤大学
経営学部2学科体制10周年関連イベント

卒業生や教職員に参加いただき、キャリア関連、学術・文化講演、学部・研究科企画、連携、
学生企画、懇親会などを展開し、交流・情報交換を行う。（駒澤大学経営学部学生＆ゼミ
OBOG会共催）

11月17日
13：00～16：00

駒澤大学駒沢キャンパス 種月館 経営学部 無料
駒澤大学
経営学部事務室

東京都 世田谷区 ③
駒澤大学総合教育研究部文化学部門
公開講演会

駒澤大学総合教育研究部文化学部門主催の宗教学関連のテーマによる公開講演会。詳細
については大学HPにて10月中に公開予定。

11月9日 駒澤大学駒沢キャンパス
駒澤大学
総合教育研究部文化学部門

無料
駒澤大学総合教育研究部
文化学部門

東京都 世田谷区 ①②③④ 館蔵資料新収蔵資料展（仮） 昨年度に新たに収蔵した良寛墨蹟をはじめとして、近年の収蔵品を紹介します。 10月8日～11月17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/facilties/museum/

禅文化歴史博物館
03-3418-9610

東京都 世田谷区 ①②③④
薩摩藩士の書簡～西郷隆盛・大久保利通・小
松帯刀～

薩摩藩士の書簡集『維新回天帖』から、西郷隆盛・大久保利通・小松帯刀の自筆書簡を紹介
します。

9月17日～12月20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/facilties/museum/

禅文化歴史博物館
03-3418-9610

東京都 世田谷区 ①②③④ 特別公開『正法眼蔵嗣書』 曹洞宗の祖・道元禅師の真筆『正法眼蔵』を公開します。 10月29日～11月9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/facilties/museum/

禅文化歴史博物館
03-3418-9610

東京都 世田谷区 ①②③ 大学祭（健美祭）
ダンスコンテスト、子ども向けイベント、各種展示、模擬店などを行い地域との理解を深めま
す。

10月27日～28日 日本女子体育大学 日本女子体育大学 無料
【大学祭（健美祭）HP】
https://www.jwcpe.ac.jp/campus_lif
e/kenbisai/2018.html

学生支援課
03-3300-2256

東京都 世田谷区 ①② 図書館公開講座
「子どもが変わる！学校図書館－新しい学習指導要領を見通した探究的な読書活動－」を
テーマに司書教諭・学校司書のための図書館公開講座を開催します。

10月27日 日本女子体育大学附属図書館 日本女子体育大学 無料
【図書館公開講座の申込み先】
http://enq.jwcpe.jp/index.php/7858
42

大学図書館
標題に「図書館公開講座につい
て」と記載の上、下記アドレスへ
お送りください。
library@jwcpe.ac.jp

10時30分～12時（受付10時～）
対象は、小・中・高等学校、中学教育学
校、特別支援学校の学校図書館担当者
(司書教諭、主幹教諭、指導教諭、教
諭、学校司書等)。先着順（定員３０名）

東京都 世田谷区 ②，③ 絵本の読み聞かせ 図書館内で幼児発達学専攻の学生による絵本の読み聞かせと唄遊びの実演を行ないます。 10月27日～28日 日本女子体育大学附属図書館 日本女子体育大学 無料
【日本女子体育大学HP】
https://www.jwcpe.ac.jp/

大学図書館
03-3300-6092

①10月27日(土)13時～13時30分
②10月27日(土)14時30分～15時
③10月28日(日)11時～11時30分
④10月28日(日)12時30分～13時

東京都 世田谷区 ②，③ 絵本の展示
図書館所蔵の絵本の中から図書館員や幼児発達学専攻の学生が選定したものを展示しま
す。

10月27日～28日 日本女子体育大学附属図書館 日本女子体育大学 無料
【日本女子体育大学HP】
https://www.jwcpe.ac.jp/

大学図書館
03-3300-6092

東京都 世田谷区 ①② 二階堂トクヨ資料展示室の公開
日本女子体育大学の前身「二階堂体操塾」を創立した二階堂トクヨの足跡をたどることができ
る二階堂トクヨ資料展示室を一般公開します。

10月27日～28日 日本女子体育大学附属図書館 日本女子体育大学 無料
【日本女子体育大学HP】
https://www.jwcpe.ac.jp/

大学図書館
03-3300-6092
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東京都 世田谷区 ①②③ オリンピック関連書籍の展示 図書館所蔵のオリンピック関連書籍の中から図書館員が選定したものを展示します。 10月27日～28日 日本女子体育大学附属図書館 日本女子体育大学 無料
【日本女子体育大学HP】
https://www.jwcpe.ac.jp/

大学図書館
03-3300-6092

東京都 世田谷区 ② 高校生のためのダンス・サテライト授業 本学の教員が、日頃の授業のエッセンスを高校生用にアレンジして開講します。 11月11日 日本女子体育大学 日本女子体育大学
【ダンス・サテライト授業HP】
https://www.jwcpe.ac.jp/event_soci
al/dance/dance_satellite/2018.html

日本女子体育大学　舞踊学専
攻
03-3300-2895
（月～金　10時～16時30分）

無料（但し、傷害保険料として当日150
円を徴収）

東京都 台東区 ②
東京藝術大学音楽学部附属
音楽高等学校第30回定期演奏会

長唄・長唄三味線・邦楽囃子　十代目杵屋六左衛門：「供奴」
筝曲山田流・尺八　寺島花野：「新高砂」
筝曲生田流　宮城道雄：「さしそう光」
J．ブラームス：ドイツレクイエム　作品４５より　Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
A．ドヴォルジャーク：交響曲第９番　ホ短調　作品９５「新世界より」
１４：００開演（１３：３０開場）

11月3日 東京藝術大学奏楽堂
東京藝術大学
音楽学部附属音楽高等学校

無料 http://geiko.geidai.ac.jp 050-5525－2406
往復はがきによる申し込み制9/28（金）
必着

東京都 台東区 ②
東京藝術大学音楽学部
附属音楽高等学校
アカンサスコンサート

室内楽（詳細未定） 11月15日
東京藝術大学音楽学部
附属音楽高等学校　２０１ホール

東京藝術大学
音楽学部附属音楽高等学校

無料 http://geiko.geidai.ac.jp 050-5525－2406

東京都 台東区 ③ 藝大コレクション展２０１８ 東京藝術大学が所蔵している約２９，０００件の中から多彩なコレクションを公開する展覧会 10月2日～11月11日
東京藝術大学
大学美術館

東京藝術大学
大学美術館

http://www.geidai.ac.jp/museum/ 03-5777-8600

東京都 台東区 ③
退任記念 深井隆展
 －７つの物語－

長年にわたり、教育・研究に携わり、ついに退任を迎えるということで、教員生活の集大成と
しての展覧会。

11月1日～11月11日
東京藝術大学
大学美術館

東京藝術大学
美術学部・大学美術館

無料 http://www.geidai.ac.jp/museum/ 03-5777-8600

東京都 台東区 ③ 刻まれた時間−もの語る存在 彫刻科の教員、卒業生が出品して行う展覧会。 11月1日～11月11日
東京藝術大学
大学美術館

東京藝術大学
美術学部・大学美術館

無料 http://www.geidai.ac.jp/museum/ 03-5777-8600

東京都 台東区 ①
特別展「明治150年記念日本を変えた千の技
術博」

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集
まります。科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合
わせ、"日本を変えた千の技術"を紹介します。

10月30日～3月3日 国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館 http://www.kahaku.go.jp 03-3822-0111 一般・大学生1600円/小中高生600円

東京都 台東区 ①
企画展「標本づくりの技(ワザ)－職人たちが支
える科博－」

博物館が収集した自然物や科学技術の産物などの「モノ」は、「標本化」という手順を経ては
じめて、標本として研究・展示に活用され、長期保管が可能となります。本展では、標本とは
何か？に始まり、あまり知られていない標本づくりの「技(ワザ)」を、国立科学博物館の動物・
植物・地学・人類・理工学の5研究部ごとに紹介します。

9月4日～11月25日 国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館 http://www.kahaku.go.jp 03-3822-0111
入館料（一般）620円が必要（11月3日は
施設の無料公開日のため入館料は無
料）

東京都 台東区 ① 施設の無料公開 常設展示を無料公開します。 11月3日 国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館 無料 http://www.kahaku.go.jp 03-3822-0111
特別展は別途料金が必要（一般・大学
生1600円/小中高生600円）

東京都 台東区 ① 研究者によるディスカバリートーク 科博の研究者が自信の研究や、身近な科学の話題について解説するギャラリートークです。
10月20,21,26,27日,
11月3,4,10,11日

国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館
http://www.kahaku.go.jp/learning/e
vent/d_talk/

03-3822-0111
参加無料（但し、入館料が必要、11月3
日は施設の無料公開のため入館料は
無料）

東京都 台東区 ① 夜の天体観望 その季節に見られる天体を望遠鏡で観察します。晴れの場合のみの開催です。 10月19日,11月9,16日 国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館
http://www.kahaku.go.jp/learning/e
vent/index.html

03-3822-0111

一般・大学生310円/高校生以下・65歳
以上無料
※インターネットによる事前申込みが必
要

東京都 立川市 ②,③
大学院オペラ2018　モーツァルト
歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」K.588　全2幕

キャストは大学院修士課程の学生が中心となり出演する、本格的なオペラ上演です。毎年
モーツァルトのオペラを取り上げ、今年はモーツァルトの「コジ・ファン・トゥッテ」を上演します。

10月20～21日
国立音楽大学講堂
大ホール

国立音楽大学
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/index.ht
ml

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 立川市 ②,③ 第49回打楽器アンサンブル定期演奏会
打楽器専修学生による打楽器定期演奏会です。ライヒ「Six Marimbas」、クセナキス
「Persephassa」等大曲を含んだプログラムです。

10月28日
国立音楽大学講堂
大ホール

国立音楽大学
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/index.ht
ml

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②,③
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13夜
「現代イタリア音楽の系譜」

世代、出身やスタイルの違うイタリアの作曲家5名（シェルシ、ノーノ、ドナトーニ、シャリーノ、
フィリディ）の曲の演奏に加え、莱孝之氏の新作（委嘱作品）初演を行う演奏会です。

11月10日
国立音楽大学講堂
小ホール

国立音楽大学
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/index.ht
ml

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②,③
ラドヴァン・ヴラトコヴィチ
ホルン公開レッスン

クロアチア出身のホルン奏者、ラドヴァン・ヴラトコヴィチ氏によるホルン公開レッスンです。 11月16日
国立音楽大学講堂
小ホール

国立音楽大学 無料
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/index.ht
ml

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②,③ 第17回声楽専修合唱演奏会
声楽専修学生による合唱定期演奏会です。今年は、ラインベルガーのミサ曲、レクイエム、
ベートーヴェンの「合唱幻想曲」、交響曲第9番「合唱付き」第4楽章を演奏します。

11月18日
国立音楽大学講堂
大ホール

国立音楽大学 無料
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/index.ht
ml

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②,③ 第102回ソロ・室内楽定期演奏会
学内オーディションに合格した学部学生による声楽、ピアノ、弦管打楽器のソロ、室内楽の演
奏会です。

11月21日
国立音楽大学講堂
小ホール

国立音楽大学
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/index.ht
ml

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②,③ 瀬山詠子　日本歌曲特別公開講座 日本歌曲普及の先駆者　瀬山詠子による公開レッスンです。 10月16日,23日
国立音楽大学新1号館142教室
オーケストラスタジオ

国立音楽大学 無料
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/event/c
oncert/lesson/20181016_01.html

国立音楽大学教務課
042-535-9510

東京都 立川市 ②,③ シュテファン・プリンス　特別講座 作曲家シュテファン・プリンスによるエレクトロニクス作品を中心とした自作の公開講座です。 10月30日
国立音楽大学新1号館
128教室 合唱スタジオ

国立音楽大学 無料
国立音楽大学HP：
http://www.kunitachi.ac.jp/event/c
oncert/lesson/20181030_01.html

国立音楽大学教務課
042-535-9510

東京都 立川市 ③ 国立音楽大学芸術祭2018
学生が主催する大学祭です。演奏会など多数の企画を通して、学生たちが日頃の研鑽の成
果を発表します。

11月2日～4日 国立音楽大学キャンパス 国立音楽大学芸術祭実行委員会 無料 042-535-9560 ウェブサイトは現在作成中

東京都 立川市 ②,③
技術者と演奏課によるワークショップ
歴史的ピアノの技術的局面を中心に

国立音楽大学楽器学資料館が所蔵する歴史的なピアノの専門的な解説とデモ演奏を行いま
す。

10月25日 国立音楽大学楽器学資料館　展示室 国立音楽大学楽器学資料館 無料
国立音楽大学 楽器学資料館HP：
http://www.gs.kunitachi.ac.jp/ja/

国立音楽大学楽器学資料館
042-535-9547

東京都 立川市 ②
附属高等学校
第25回オーケストラ定期演奏会

高校音楽科の生徒によるオーケストラ演奏会です。 11月11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
国立音楽大学附属中学校・高等学
校HP：http://www.kunion.ed.jp/

国立音楽大学
附属高等学校　事務室
042-572-4111

東京都 多摩市 ①③
多摩アカデミーヒルズ
エクステンションプログラム

社会・地域に対して、公開講座という形で広く開放しています。絵画・楽器などの「文化講
座」、ダンス・テニスなどの「スポーツ講座」が充実しています。

11月
桜美林大学
多摩アカデミーヒルズ（多摩センター）

桜美林大学
エクステンションセンター

https://www.obirin.ac.jp/extension/
school/tacademy/

TEL : 042-376-8744
Email : tacademy@obirin.ac.jp

東京都 多摩市 ②③ 多摩祭

多摩大学 多摩キャンパスの学園祭です。以下のイベントを主に予定しております。
■課外活動団体等による模擬店・各種イベント
■研究成果の発表・展示
■教授陣による公開講座

11月3～4日
多摩大学
多摩キャンパス

多摩大学
多摩祭実行委員

http://tamasai.jp/
学生課
042-337-7114

東京都 調布市 ④ おもちゃの病院 子どもと共に、壊れたおもちゃの修理を行う。 10月20日
電気通信大学
創立80周年記念会館

電気通信大学 無料
http://www.ccr.uec.ac.jp/activity/t
oy/index.html

研究推進課
042-443-5880

要事前申し込み

東京都 調布市 ④ 子供工作教室 ヘリコプターの製作 10月20日
電気通信大学
創立80周年記念会館

電気通信大学
参加費
500円

http://www.ccr.uec.ac.jp/activity/c
lub/index.html

研究推進課
042-443-5880

要事前申し込み

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 調布市 ④ ハイデガー『存在と時間』を読む（全12回）
この講座では、テキストの記述一つ一つに目を通し、それについて議論します。これにより哲
学に親しんでもらうのが願いです。

4/7、5/26、6/30、7/28、
8/25、9/29、10/27、
11/17、12/15、1/26、2/9、
3/9　全12回

電気通信大学東１号館８階 電気通信大学 無料
http://www.ccr.uec.ac.jp/activity/k
ouza/index.html

研究推進課
042-443-5880

要事前申し込み

東京都 調布市 ③ 白百合祭
学園祭。クラブ、学会等の作品展示、発表、模擬店、イベント、チャリティーグッズ販売等を行
います。

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

東京都 千代田区 ①
第13回四大学連合文化講演会
環境・社会・人間における「安全・安心」を探る
-安全で安心の出来る社会-

本講演会は東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学及び一橋大学における「四
大学連合憲章」を基に毎年開催しており、今回は「環境・社会・人間における「安全・安心」を
探る」をテーマに学術研究の最前線をやさしく解説するものとして、実施します。

11月22日 一橋講堂
四大学連合（東京医科歯科大学、東
京外国語大学、東京工業大学、一橋
大学）

無料
http://www.tokyo-
4univ.jp/lecture_information/

東京工業大学
科学技術創成研究院研究院
事務第1グループ
℡:045-924-5734

東京都 千代田区 ①
一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ第
4回

平成27年に創立140周年を迎えたことを記念し、一橋大学では毎年講演会を実施していま
す。4回目となる今回は、「一橋グルントリッヒ：一橋大学における歴史学の編成と可能性」を
テーマに開催いたします。

10月14日 如水会館2階スターホール 国立大学法人一橋大学 無料
大学ＨＰ：
http://www.hit-u.ac.jp/event/3486

総務部総務課
042-580-8011

事前申込制
平成30年9月28日（金）までに以下URL
申込フォームからお申し込みください。
https://hrs.ad.hit-
u.ac.jp/v33/entries/add/137

東京都 千代田区 ① 一橋大学開放講座
一般社会人を対象に「学問と社会の交流」という趣旨で、政治、経済、社会、歴史、文化と幅
広いトピックをテーマに選び、本学の教員やそれぞれの分野の第一人者を講師として実施し
ています。

未定（11月） 如水会館2階オリオンルーム
国立大学法人一橋大学
一般社団法人如水会

無料
大学ＨＰ：
http://www.hit-
u.ac.jp/extramural/free_lecture/

一般社団法人如水会
研修文化グループ
TEL:03-3262-0126

※日程が決まり次第HPにて周知

東京都 千代田区 ④ 奈良先端大東京フォーラム2018
主に産業界の関係者に先端科学技術の動向や展望についての理解を深めてもらうため、学
外有識者及び本学研究者による講演等を実施します。

10月24日 ヒューリックホール東京
国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学

無料
【奈良先端大東京フォーラム2018】
http://www.naist.jp/event/2018/10
/005051.html

研究協力課研究企画係
Tel:0743-72-5077

東京都 千代田区 ①④

平成30年度
第4回「一橋大学政策フォーラム」
何のための社会進歩か—福祉国家の再構築—
/ Social Progress for What?—Reconstruction
of the Welfare State—

開発経済学，規範経済学，厚生経済学，国際保健医療学の研究者が学術的知見に基づい
た社会保障・福祉政策の確かな将来像を発信することを目的としてIPSP　(社会的進歩のた
めの国際パネル)と共同開催いたします。

11月11日 一橋講堂 国立大学法人一橋大学 無料

一橋大学社会科学高等研究院ＨＰ：
https://hias.hit-
u.ac.jp/indico/event/63/

社会科学高等研究院
グローバル経済研究センター
042-580-8604

事前申し込み制。詳細はURLを参照くだ
さい。

東京都 千代田区 ④ 専修大学緑鳳学会第２７回大会

１ 研究発表会
　研究発表Ⅰ「アメリカ租税法における全事象基準（all event test）の検証」
　研究発表Ⅱ「所有権留保とファイナンスリース、譲渡担保との比較検討」
２ パネルディスカッション
　「ファミリー企業における事業承継（その二）－第三者承継－」
３ 報告
　報告Ⅰ「事業承継の現状と具体的事例」
　報告Ⅱ「中小企業における事業承継（家族外）― 総論 ―」
　報告Ⅲ「MBO・その他における利益相反」
　報告Ⅳ「租税法における第三者承継をめぐる問題」
４ パネルディスカッション
　「ファミリー企業における事業承継（その二）― 第三者承継―」

10月27日
専修大学
神田キャンパス

専修大学大学院事務課 無料
専修大学HP：
https://www.senshu-
u.ac.jp/visitor/alumni/ryokuhou/

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

東京都 千代田区 ①④ 政策科学シンポジウム
「日本の財政の行方－破綻は避けられるか」
大学院で学べる内容の一端を紹介しながら、４人の講師がそれぞれの専門的知見をベース
に、内外のさまざまな経済事情・経済問題を読み解きます。

10月30日
専修大学
神田キャンパス

専修大学大学院事務課 無料

専修大学HP：
https://www.senshu-
u.ac.jp/event/20181030-
00000241.html

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

東京都 千代田区 ①④ 専修大学大学院公開講座

今年度は、ＰＡＲＴ１  「日本文化と日本語」とＰＡＲＴ２  「日本経済：目先の安定と将来の不安」
の2本立てで開催する。
ＰＡＲＴ１  「日本文化と日本語」では、日本文化について、欧米圏での日本文化の享受に焦
点をあてて講座を開く。
ＰＡＲＴ２  「日本経済：目先の安定と将来の不安」では、日本経済の短期の情勢と中長期的
課題について、４人の講師陣がそれぞれの専門的知見をベースに、授業の一端を紹介しな
がら講演を行う。

10月5，12，19，26日，11月
9，16，30日，12月7日

専修大学
神田キャンパス

専修大学大学院事務課 無料

専修大学HP：
https://www.senshu-
u.ac.jp/event/20181005-
00000510.html

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 千代田区 ①
専修大学法学研究所主催公開講座『現場から
の法学・政治学３』
「国際法の現場から」

この公開講座では、それぞれの「現場」の第一線で実際に活動しておられる方から、社会の
「現場」の様々な問題についてご報告を頂き、そこで提示された課題について討論することを
通じて、「現場」と研究、そして市民との接点を探ることを目的としている。

10月27日
専修大学
神田キャンパス

専修大学法学研究所 無料
専修大学HP：
https://www.senshu-
u.ac.jp/research/center/glaw/

法学研究所事務局
houken@isc.senshu-u.ac.jp

東京都 千代田区 ①
専修大学法学研究所主催公開講座『現場から
の法学・政治学３』
「刑事法・刑事政策の現場から」

この公開講座では、それぞれの「現場」の第一線で実際に活動しておられる方から、社会の
「現場」の様々な問題についてご報告を頂き、そこで提示された課題について討論することを
通じて、「現場」と研究、そして市民との接点を探ることを目的としている。

11月10日
専修大学
神田キャンパス

専修大学法学研究所 無料
専修大学HP：
https://www.senshu-
u.ac.jp/research/center/glaw/

法学研究所事務局
houken@isc.senshu-u.ac.jp

東京都 千代田区 ③
「教えの道をひとすじに　大妻コタカ物語」と昭
和について

大妻学院創立110周年を記念した特別展示「コタカが生きた時代展」の関連講演会。大妻コタ
カの生涯を描いた「教えの道をひとすじに」の漫画を描いた漫画家の北見けんいち氏により、
昭和の時代を振り返ります。北見けんいち氏には、「昭和トラベラー」という著書もあります。

11月10日 大妻女子大学博物館
大妻女子大学博物館
大妻女子大学図書館

無料 https://otsumamuseum.jimdo.com/
大妻女子大学博物館
03-5275-5739

大妻学院創立110周年記念「コタカが生
きた時代」展を、10月24日～12月15日
まで開催中

東京都 千代田区 ①③
ラーニングコモンズ・イベント
「茶香服(ちゃかぶき)　-煎茶を利こう！-」

茶香服とは茶種を当てる遊びです。「花・鳥･風･月･客」などの仮の名前をつけたお茶を１種
飲む毎に、その種類を見分けて楽しみます。

10月20日
大妻女子大学図書館(千代田校)
 4階ラーニングコモンズ

大妻女子大学
総合情報センター図書館

無料 http://www.lib.otsuma.ac.jp/
大妻女子大学
総合情報センター図書館
03-5275-6013

※詳細は順次HPにてご案内します。

東京都 千代田区 ③
学校法人大妻学院　創立110周年記念
パイプオルガンコンサート

パイプオルガンコンサート 11月17日 大妻講堂
大妻女子大学
地域連携推進センター

無料

大妻女子大学地域連携推進セン
ターホームページ
http://www.chiiki.otsuma.ac.jp/

大妻女子大学
地域連携推進センター
03-5275-6877

東京都 千代田区 ③
学校法人大妻学院　創立110周年記念　連続
講演会「パラノイドの帝国」

大妻学院創立110周年を記念した連続講演会。総合司会は本学の高山宏副学長とし、講演
者に慶応義塾大学教授の巽孝之先生をお招きして行います。

11月3日
大妻学院千代田キャンパス
H棟1階113講義室

学校法人大妻学院 無料
学校法人大妻学院創立110周年記
念特設サイト
http://www.otsuma.jp/otsuma110/

学校法人大妻学院
総務センター総務グループ
03-5275-6021

東京都 千代田区 ①④
講演会　"The land of the rising sun: trends in
renewable energy policy in Brazil"

Antonio José Junqueira Botelho上智大学客員教授によるブラジルのエネルギー政策に関す
る講演です。

10月24日 上智大学6号館409教室
上智大学イベロアメリカ研究所・
上智大学外国語学部ポルトガル語学
科

無料
上智大学イベロアメリカ研究所HP
http://dept.sophia.ac.jp/is/ibero/

上智大学
イベロアメリカ研究所
03-3238-3530

9月中旬HP掲載予定

東京都 千代田区 ①③④ Sophia Open Research Weeks　2018
上智大学研究機構では、機構所属の研究所を中心に、研究活動成果を学内外に紹介するイ
ベントを2006年度から毎年開催しています。今年度も、多くの方々が気軽に参加でき、楽しん
でいただけるよう多彩な企画を用意して「Sophia Open Research Weeks2018」を開催します。

11月9日～11月23日 上智大学
上智大学
研究機構

上智大学公式HP内Sophia Open
Research Weeksページ
https://www.sophia.ac.jp/jpn/resea
rch/sunivrsc/kenkyukikou/kenkyuk
iko-Festival2.html

上智大学
学術情報局
研究推進センター
03-3238-3173

東京都 千代田区 ①
Sophia Open Research Weeks 2018 企画：
シンポジウム「ヨーロッパと日本における多言
語・文字社会の伝統と未来」

文字は単に言語を書きあらわすものではない。ヨーロッパから文字論の世界的権威および気
鋭の研究者を迎えて、人間にとって書くことの意味、また様々な文字の違いが持つ意味を根
本から捉えなおす。

11月10日
上智大学四谷キャンパス中央図書館
L921会議室

上智大学ヨーロッパ研究所、
国際言語情報研究所

無料
上智大学ヨーロッパ研究所HP
http://dept.sophia.ac.jp/is/ei/

上智大学ヨーロッパ研究所
03-3238-3902

共催：北海道大学スラヴ・ユーラシア研
究センター

東京都 千代田区 ①②③④
Sophia Open Research Weeks 2018 企画：
シンポジウム「北米研究と水 　政府・市場・共
同体の役割をめぐって」

1930～90年代アメリカにおける水利用と政府・市場・共同体との関わりを学際的に振り返り、
気候変動による水危機が深まる中で今後の共同体の果たすべき役割を問い直します。

11月12日
上智大学四谷キャンパス中央図書館
L921会議室

上智大学アメリカ・カナダ研究所 無料
上智大学アメリカ・カナダ研究所HP
http://dept.sophia.ac.jp/is/amecan
a/

上智大学
アメリカ・カナダ研究所
03-3238-3908

東京都 千代田区 ②
Sophia Open Research Weeks 2018 企画：
産学官民交流会：持続可能な社会づくりのた
めの環境マネジメントをめぐって

持続可能な社会を実現するために企業、教育・研究機関、政府、民間団体がそれぞれどのよ
うな努力をして環境問題を解決しているのか、将来に向けてどのように連携していくのかを産
学官民の各代表者で話し合います。

11月12日
上智大学
2号館1702会議室

上智大学
地球環境研究所

無料
地球環境研究所HP
http://dept.sophia.ac.jp/is/risgenv/

上智大学地球環境研究所
03-3238-4410

事前申込不要

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 千代田区 ①
Sophia Open Research Weeks 2018 企画：
よい睡眠とは？－さわやかな目覚めと健康な
毎日のために－

心身ともに健康な生活を営むために不可欠な睡眠について、睡眠のメカニズムとは？、‘よい
睡眠’とは何か？、質のよい睡眠をとるためにはどうしたらよいのか？などのトピックを通して
考えます。

11月15日 上智大学紀尾井坂ビル407 上智大学言語聴覚研究センター 無料
上智大学言語聴覚研究センターHP
http://dept.sophia.ac.jp/is/solific/s
urecc/

上智大学
言語聴覚研究センター
03-3238-3557

東京都 千代田区 ④
Sophia Open Research Weeks 2018 企画：
シンポジウム「ロヒンギャをめぐる公共圏：その
排除と包摂の論理」

シリア難民を始め世界各地で難民問題が深刻化しています。本企画では地理的に日本によ
り近いロヒンギャ難民を例に、難民を生む排除の論理と受け入れの論理におけるアイデン
ティティの多様な可能性を比較検討します。

11月16日 上智大学四谷キャンパス 上智大学アジア文化研究所 無料
上智大学アジア文化研究所HP
http://dept.sophia.ac.jp/is/iac/inde
x.html

上智大学アジア文化研究所
03-3238-3697

東京都 千代田区 ①②③④
Sophia Open Research Weeks 2018 企画：
近世スコラ学における共同体思想の発展

中世キリスト教思想に根差す「近世のスコラ学」をテーマとする講演会です。とりわけ「近世」
へ激動の中、キリスト教世界で育まれていた共同体思想がいかなる展開を遂げていったかに
焦点を当てます。

11月17日 上智大学四谷キャンパス 上智大学中世思想研究所 無料
上智大学中世思想研究所HP
http://dept.sophia.ac.jp/is/imdthgh
t/

上智大学中世思想研究所
03-3238-3822

研究所Facebookでも情宣予定

東京都 千代田区 ①④
Sophia Open Research Weeks 2018 企画：
講演会「ブラジルはどこへ向かうのか―2018
年大統領選挙を終えて」（仮）

2018年はラテンアメリカ各国にとって大統領選挙の年です。今年実施されたラテンアメリカ各
国の大統領選の中でも、注目されるブラジルをとりあげ、政治、経済、ビジネス、社会、国際
関係など様ざまな視点から考察します。

11月22日 上智大学中央図書館9階921会議室 上智大学イベロアメリカ研究所 無料
上智大学イベロアメリカ研究所HP
http://dept.sophia.ac.jp/is/ibero/

上智大学
イベロアメリカ研究所
03-3238-3530

9月下旬HP掲載予定

東京都 千代田区 ①②③④ 上智大学国連Weeks　October, 2018
国連の活動を通じて、世界と私たちの未来について考える機会を提供し、また、国連等の国
際機関での就業を志望する学生等に国際協力に関する情報提供や意見交換の場とすること
を目的に、2014年度から年2回（6月及び10月）開催しています。今回が第10回です。

10月15日～29日 上智大学 上智大学、他 無料
https://www.sophia.ac.jp/jpn/global
/program/UNWeeks.html

上智大学広報グループ
ホームページでの情宣は10月に入って
から

東京都 千代田区 ①②③ UNHCR難民映画祭－学校パートナーズ
【上智大学国連Weeks　October, 2018】
国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所に協力し、国連UNHCR難民映画祭で上映される
（過去に上映された）作品を上映するイベントです。

10月19日 上智大学

主催：上智大学
協力：国連難民高等弁務官（UNHCR）
駐日事務所、
国連UNHCR協会

無料
https://www.sophia.ac.jp/jpn/global
/program/UNWeeks.html

上智大学広報グループ
ホームページでの情宣は10月に入って
から

東京都 千代田区 ①③④
シンポジウム「SDG８とSDG９の達成に知って
おくべき背景と事実：企業の戦略は？」

  【上智大学国連Weeks　October, 2018】
SDG 8 と 9 に焦点を当て、民間企業の貢献が果たして現実的なものなのか？　果たして
SDGsという国際公益と民間企業の利益の追求という二つの目標を達成するのは可能なの
か？　ビジネスモデルとして受け入れられるのか？を検証してゆく。

10月29日 上智大学

上智大学、グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン、国際協力機構
（JICA）, 国際労働機構（ILO）, 国際連
合工業開発機関（UNIDO）, EY Japan
（予定）

無料
https://www.sophia.ac.jp/jpn/global
/program/UNWeeks.html

上智大学広報グループ
ホームページでの情宣は10月に入って
から

東京都 千代田区 ②、③ ソフィア祭
学園祭
(課外活動団体等による研究成果発表･展示会、演奏会、著名人による講演会、各種模擬店
等）

11月2日～4日
上智大学
四谷キャンパス

上智大学
ｿﾌｨｱ祭実行委員会

無料 開設予定（準備中） 学生センター
前夜祭
11月1日

東京都 千代田区 ③ 社専祭 学園祭（課外活動団体による成果発表等） 11月2日～4日
上智大学
四谷キャンパス

上智社会福祉専門学校
社専祭実行委員会

無料 http://www.sophia-sw.jp 03-3238-3021

東京都 千代田区 ①②

平成30年度帝京大学霞ヶ関キャンパス公開講
座「ビジネス・シーンの将来像を巡って－仮想
通貨の未来は？ワーク・ライフ・バランス推進
の効果は？－」

変化する社会の中で変革を迫られるビジネス像のこれからについて、規制の動きを絡めなが
ら、本学法学部法律学科の教員が分かり易くお伝えします。

11月7日，14日，21日 帝京大学霞ヶ関キャンパス 帝京大学 無料

帝京大学Webページ：
http://www.teikyo-
u.ac.jp/contribution/regional/kasu
migaseki_campus/open_lectures/ind
ex.html

帝京大学霞ヶ関キャンパス
03-5213-4502

東京都 千代田区 ①
第7回 国際シンポジウム
「日本と世界Part4 ~日本と世界の在り方を問
う~」

外交問題やアジア情勢など世界の動きを捉えます。自由民主党副総裁の高村正彦氏、ハー
バード大学教授のジョセフ・ナイ氏、外交評論家でMIT国際問題研究センター シニア・フェ
ローの岡本行夫氏を迎える予定です。

10月24日 パレスホテル東京
学校法人
東京国際大学

無料 http://www.tiu.ac.jp
国際交流課
049-234-6029

9月下旬～10月上旬に本学HPに掲載予
定

東京都 千代田区 ① 日本大学歯学部公開講座
歯学部公開講座（口腔保健と全身の健康シリーズ）を開催し，歯科補綴学第Ⅲ講座 准教授
萩原芳幸が講演いたします。

11月10日
日本大学歯学部
4号館

日本大学歯学部 無料 http://www.dent.nihon-u.ac.jp/
日本大学歯学部
庶務課
03-3219-8001

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 千代田区 ①③ SFの初期時代・フランス語圏の影響
フランス語圏の初期時代のSF小説やSF映画が日本にどのような影響を
及ぼしていたかを探求します。日本語による２つの講演を経てフランス
サイレントSF映画を鑑賞し、当時の生き生きとした活弁の様子を伝えます。

10月20日
法政大学市ヶ谷キャンパス
富士見ゲートG401

法政大学国際文化学部 無料
【国際文化学部HP】
http://www.hosei.ac.jp/kokusai/ind
ex.html

国際文化学部（学部事務課）
03-3264-9345

法政大学市ヶ谷キャンパスの真向かい
にあるアンスティチュ・フランセとの共催
予定。
大学での行事開催以降、日仏双方のＳ
Ｆ小説の影響関係をめぐる催しが数日
間続く予定。

東京都 千代田区 ①③ 越境とエクソフォニーのいま（仮）

日本文学の新しい展開をもたらした作家、多和田葉子氏とリービ英雄教授による対談を行い
ます。
「自分自身をかたちづくり、縛るもの」でもある母語の正しさを問いつつ、言語、文学、歴史に
ついて深く学んでいきます。

10月31日
法政大学市ヶ谷キャンパス
ボアソナード・タワー
スカイホール

法政大学国際文化学部 無料
【国際文化学部HP】
http://www.hosei.ac.jp/kokusai/ind
ex.html

国際文化学部（学部事務課）
03-3264-9345

東京都 千代田区 ①
第43回法政大学大学院
まちづくり都市政策セミナー

自治体職員、NPO関係者、研究者等を広く対象とし、
最新の都市政策における課題・テーマ等の情報共有、議論を行い考察します。

10月20日
法政大学
市ヶ谷キャンパス

法政大学大学院
法政大学 大学院HP：
http://www.hosei.ac.jp/gs/

法政大学大学院課
03-5228-0551

東京都 千代田区 ①
法政大学イノベーション・
マネジメント研究センター公開講座

ビジネス社会ではSDGs（持続可能な開発目標）が注目を集めています。SDGsはグローバル
社会が解決すべき困り事リストであり、
そこにはリスクとビジネスオポチュニティの両面が含まれています。本講座では、企業家たち
がどのようにリスクと向き合い、
新たなビジネスを構想したのかを読み解きます。

11月10日
法政大学市ヶ谷キャンパス
ボアソナード・タワー25階
研究所会議室5

法政大学イノベーション・
マネジメント研究センター

無料
法政大学 イノベーション・マネジメン
ト研究センターHP：
http://riim.ws.hosei.ac.jp/

法政大学
イノベーション・マネジメント
研究センター
03-3264-9421

10月13日、11月10日、12月8日の三部
構成で実施し、
第2部が対象期間となる。

東京都 千代田区 ①②③ 総合講座「沖縄を考える」第19回

法政大学学部生対象の沖縄に関わる諸学問を学ぶための授業です。一般の方も参加可能
です。
（毎週金曜４限に開講）沖縄文化研究所所長の中俣均が代表講師をつとめ、毎回各分野の
ゲスト講師を招き、
講義をしています。

10月19日
法政大学市ヶ谷キャンパス
外濠校舎6階さったホール

法政大学沖縄文化研究所 無料
法政大学 沖縄文化研究所HP：
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/okike
n/

沖縄文化研究所
03-3264-9393

東京都 千代田区 ①②③ 総合講座「沖縄を考える」第20回

法政大学学部生対象の沖縄に関わる諸学問を学ぶための授業です。一般の方も参加可能
です。
（毎週金曜４限に開講）沖縄文化研究所所長の中俣均が代表講師をつとめ、毎回各分野の
ゲスト講師を招き、
講義をしています。

10月26日
法政大学市ヶ谷キャンパス
外濠校舎6階さったホール

法政大学沖縄文化研究所 無料
法政大学 沖縄文化研究所HP：
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/okike
n/

沖縄文化研究所
03-3264-9393

東京都 千代田区 ①②③ 総合講座「沖縄を考える」第21回

法政大学学部生対象の沖縄に関わる諸学問を学ぶための授業です。一般の方も参加可能
です。
（毎週金曜４限に開講）沖縄文化研究所所長の中俣均が代表講師をつとめ、毎回各分野の
ゲスト講師を招き、
講義をしています。

11月9日
法政大学市ヶ谷キャンパス
外濠校舎6階さったホール

法政大学沖縄文化研究所 無料
法政大学 沖縄文化研究所HP：
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/okike
n/

沖縄文化研究所
03-3264-9393

東京都 千代田区 ①②③ 総合講座「沖縄を考える」第22回

法政大学学部生対象の沖縄に関わる諸学問を学ぶための授業です。一般の方も参加可能
です。
（毎週金曜４限に開講）沖縄文化研究所所長の中俣均が代表講師をつとめ、毎回各分野の
ゲスト講師を招き、
講義をしています。

11月16日
法政大学市ヶ谷キャンパス
外濠校舎6階さったホール

法政大学沖縄文化研究所 無料
法政大学 沖縄文化研究所HP：
http://www.hosei.ac.jp/fujimi/okike
n/

沖縄文化研究所
03-3264-9393

東京都 千代田区 ①②③④ 法政大学第１９回環境展

「第１９ 回環境展」においては、国内外のサステイナビリティ・環境教育研究や行動経済学
「ナッジ」を活用した
環境保全活動の成果を地域に還元します。開催期間中には、特別企画として「えこぴょんが
解きたい謎」をテーマに
謎解きスタイルのイベントも予定しておりますので奮ってご来場ください。

10月22日～26日
法政大学市ケ谷キャンパス
外濠校舎一階メディアラウンジ

法政大学市ケ谷環境委員会 無料
法政大学環境センターHP：
https://www.hosei.ac.jp/kankyouke
nshou/NEWS/180716.html

法政大学環境センター
（TEL：03-3264-5681）
 (E-mail:ickankyo@hosei.ac.jp)

HPは出展募集時で9月中旬迄にイベン
トのHPを作成予定。

東京都 千代田区 ② 第15回FDシンポジウム 「高大接続改革の動向」などのテーマについての講演を予定しています。 11月17日
法政大学市ヶ谷キャンパス
外濠S505教室

法政大学教育開発支援機構FD推進
センター

無料
法政大学 教育開発支援機構 FD推
進センターHP：
http://www.hoseikyoiku.jp/fd/

法政大学教育開発支援機構
FD推進センター
（事務局：学務部教育支援課）
TEL:03-3264-9040
MAIL:kyoiku@hosei.ac.jp

ホームページは、10月上旬～中旬に更
新予定。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 千代田区 ④ 研究集会「能楽資料研究の可能性」

能楽資料研究にはどのような可能性があるのか。日本語学・仏教学・版本書誌学・歴史学な
ど、
幅広いアプローチに基づく能楽資料研究の最新の取り組みを紹介し、今後の研究の行方を
展望します。

10月21日
法政大学市ヶ谷キャンパス
ボアソナード・タワー26階スカイホール

野上記念法政大学
能楽研究所

無料
法政大学 能楽研究所HP：
http://kyoten-
nohken.ws.hosei.ac.jp/

野上記念法政大学
能楽研究所
03-3264-9815

東京都 千代田区 ①③ 創立20周年記念シンポジウム
法政大学人間環境学部の創立20周年を記念しシンポジウムを開催します。
学際教育と社会連携を推進してきた当学部の20年間を振り返り、
今後において当学部が果たすべき社会貢献のあり方を考える契機とします。

10月20日
法政大学
市ヶ谷キャンパス

学校法人法政大学
人間環境学部

法政大学 人間環境学部HP：
http://www.hosei.ac.jp/ningenkanky
o/

学務部学部事務課
人間環境学部担当
03-3264-9327

料金設定については現在未定

東京都 千代田区 ①
第43回明治大学人文科学研究所公開文化講
座

大学における研究の一環として，講演会またはシンポジウムを開催しています。本事業は，
研究の社会還元といった意味合いを持つと同時に対象を一般・学生とし，広く公開することに
より，大学としての社会貢献活動も行ってます。

10月13日
明治大学 駿河台キャンパス
グローバルフロント１階
グローバルホール

明治大学 研究知財事務室
人文科学研究所

無料 https://www.meiji.ac.jp/jinbun/
明治大学研究知財事務室
人文科学研究所
03-3296-4135

東京都 千代田区 ①
第31回明治大学
社会科学研究所公開シンポジウム

大学における研究の一環として，講演会またはシンポジウムを開催しています。本事業は，
研究の社会還元といった意味合いを持つと同時に対象を一般・学生とし，広く公開することに
より，大学としての社会貢献活動も行ってます。

11月17日
明治大学 駿河台キャンパス
リバテイタワー２階１０２２教室

明治大学 研究知財事務室
社会科学研究所

無料
https://www.meiji.ac.jp/sha_ken/ind
ex.html

明治大学研究知財事務室
社会科学研究所
03-3296-4135

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座
明治大学校友会寄付講座
求める人財と求めたい企業 ～Philosophiction Method の織りなすもの～
株式会社東京海上日動HRA取締役社長の綿引宏行氏にご講演いただきます。

11月16日

明治大学
駿河台キャンパス
グローバルフロント1階
グローバルホール

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4530/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

明治大学校友会寄付講座
活躍する明大女子！～私の仕事、未来に残すものとは～
ハーモニカ奏者の寺澤ひろみ氏をお招きし、人生における仕事について、未来へのビジョン
を余すことなく語っていただきます。

10月28日

明治大学
駿河台キャンパス
リバティタワー1階
リバティホール

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4539/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

明治大学連合駿台会寄付講座
異分子結合によるGINZA SIXの挑戦

GINZA SIX リテールマネジメント株式会社 代表取締役社長  桑島壮一郎氏にご講演いただ
きます。

11月9日

明治大学
駿河台キャンパス
グローバルフロント1階
グローバルホール

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4532/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

ホームカミングデー特別講演会
地域と明治大学 ―地域から明治へ、明治から地域へ。「知」は循環する―

地域と明治大学の結びつきに注目し、明治大学の歴史や文化や卒業生について講師陣が語
ります。

10月28日
明治大学
駿河台キャンパス
リバティタワー1階　1011教室

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4412/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

大同生命寄付講座　女性活躍支援セミナー
マネジメント・サロン～経営者との対話から真髄を学ぶ～

経営者の方々などを講師に、多様なケーススタディを交え、チームで学ぶことを取り入れたサ
ロン形式の講座です。

10月26日. 11月2日. 12月7
日. 2月22日

明治大学
駿河台キャンパス

明治大学
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4541/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

受講料: 4,000円（全4回）

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

Z会寄付講座
大岡 信のことばの力
長く明治大学の教壇にも立たれていました詩人・評論家の故・大岡信氏の研究や詩歌・こと
ばに関する業績などについて語るシリーズ講座の第一弾です。

11月17日
明治大学
駿河台キャンパス
グローバルフロント1階　多目的室

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4543/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座
明治大学・福井県連携講座　福井藩が目指した新しい日本
明治に元号が改められてから150年の節目に、討幕派、佐幕派だけではない、新しい視点で
明治維新とは何かを見つめ直します。

10月21日
明治大学
駿河台キャンパス
リバティタワー1階　リバティホール

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4528/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

明治大学・徳島大学・徳島県連携講座
日本農業の原点「にし阿波の傾斜地農業」
平成30年3月に世界農業遺産に認定された徳島県にし阿波地域での伝統的な農業とそれに
育まれた文化、景観等について紹介します。

11月4日
明治大学
駿河台キャンパス
リバティタワー1階　リバティホール

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4548/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

東京都 千代田区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

世界の民族音楽を聴く―レクチャー＆コンサート―

世界各地の民族音楽について、日本在住のトップクラスの演奏家が、それぞれの分野での
音楽や楽器、様々な社会的・文化的背景を語りながら、演奏をします。

10月20日, 11月17日,
12月15日

明治大学
駿河台キャンパス
グローバルフロント1階
グローバルホール

明治大学

「トルコの弦と笛、ふたつのスー
フィー音楽」
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4464/
「スコットランドのバグパイプ」
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4465/
「バンジョーの響き…その誕生から
現在まで」
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4471/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

受講料:
会員: 各講1,000円
会員以外:各講2,000円

東京都 千代田区 ②,③ 明治大学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を行います。
2018年度の演目は「ヴェニスの商人」です。

11月9日～11日
全5回公演予定

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
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~bunpro
/

E-mail：meiji.bunpro@gmail.com

東京都
東京都
港区

③ リードオルガン演奏会
アメリカから明治学院に１００年以上前に来た大型リードオルガンが港区指定有形文化財（歴
史資料）に指定されました。昔懐かしい音色を味わっていただける１年に1日のみ機会です。
お話と演奏で１回３０分、２回開催です。[明治学院記念館（港区有形文化財）内２F]

11月2日
12：00～
13：00～

白金キャンパス 学校法人明治学院 無料 http://www.meijigakuin.jp/
学院長室事務室
03-5421-5230
（平日9-16時）

当日10時より礼拝堂ロビーにて整理券
配布。先着順。

東京都
東京都
港区

③ 大学生によるパイプオルガン演奏会
オルガン講座を受講している大学生が日頃の練習成果を披露します。献堂１００余年ヴォー
リズ建築の荘厳な礼拝堂において、失われた１８世紀以前の歴史的工法で作られたパイプオ
ルガン演奏会です。[明治学院礼拝堂（港区有形文化財）内]

11月2日
14：00～15：30

白金キャンパス 学校法人明治学院 無料 http://www.meijigakuin.jp/
学院長室事務室
03-5421-5230
（平日9-16時）

東京都
東京都
港区

③
文化財ウィーク：
歴史的建造物一般公開

国の重要文化財である明治学院インブリー館を、港区の文化財であるチャペル（明治学院礼
拝堂）、明治学院記念館と併せて一般公開します。歴史資料館展示室も開室します。

11月1日～11月3日
明治学院大学
白金キャンパス

学校法人明治学院 無料 http://www.meijigakuin.jp

明治学院大学
総務部総務課
03-5421-5111
（平日9-16時）

学生ガイドによる見学ツアーがありま
す。

東京都
東京都
港区

① 明治学院大学　みなと区民大学

組織の不正はなぜ起こるのか―会社不祥事の法学的・経営学的検討

いつの時代でも組織の不正・企業の不祥事は後を絶たない。最近の不祥事を取り上げて、何
が不正なのか、どこにその原因があるのか、その防止のためにどのような対策を講ずるべき
かについて、法学と経営学の多様な視点から検討を加え、問題の核心を探る。

10月9日、12日、16日
10月19日、23日、26日
火曜日・金曜日
18：45-20：15
（第1回、第6回は20:30）

明治学院大学
白金キャンパス
2号館2301教室

明治学院大学
https://www.meijigakuin.ac.jp/exten
sion/shiroｋane.html

明治学院大学
総合企画室社会連携課
03-5421-5247

公益財団法人
港区スポーツふれあい文化健康財団と
の共催
受講料金全6回
2,500円

東京都
東京都
港区

① 明治学院プラチナカレッジ

【第4シリーズ】音楽学　バッハの人生と音楽（講師：樋口隆一本学名誉教授）
ヨハン・セバスティアン・バッハ（1685～1750）の人生と音楽を、当時の社会との関連で紹介す
る。
第1回　若き日のバッハ
第2回　バッハと宮廷音楽
第3回　バッハと教会音楽

11月9日
11月16日
11月30日
各金曜日
18：30-20：30

明治学院大学
白金キャンパス
2号館2301教室

明治学院大学
https://www.meijigakuin.ac.jp/about
/activities/regionalalliances/platinu
m_college/

明治学院大学
総合企画室社会連携課
03-5421-5247

受講料全3回
3,600円

東京都 豊島 ②、④
集まれ！理系女子　第１０回女子生徒による
科学研究発表交流会　東京大会

地域・大学・大学院との連携の強化による、女子理系進学支援という共通目的を達成するシ
ステムの構築を目指しています。

10月27日 学習院大学
学校法人　ノートルダム清心学園
清心中学校・清心女子高等学校

無料 http://www.nd-seishin.ac.jp/

東京都 豊島区 ① 第28回女子栄養大学栄養科学研究所講演会
「第4次産業革命と栄養学の未来」をテーマに管理栄養士・栄養士、一般の方を対象に講演
会を開催します。詳細につきましてはホームページをご覧ください。

10月20日
女子栄養大学
（駒込校舎）

女子栄養大学栄養科学研究所
【研究所講演会HP】
http://www.eiyo.ac.jp/ions/?p=304
8

女子栄養大学
栄養科学研究所
049-282-1353

・実施概要は7月末よりHPに掲載
・参加手続方法は、事前申し込み、先着
順受付

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 豊島区 ① 平成30年度第49回駒込祭 大学・短大の学園祭。講演、学生の研究成果の発表及び展示等を実施します。 10月27日、28日
女子栄養大学（駒込校舎）、
女子栄養大学短期大学部

女子栄養大学、
女子栄養大学短期大学部

【女子栄養大学HP】
http://www.eiyo.ac.jp/

短期大学部教務学生課
03-3915-3627

東京都 豊島区 ①

公開講演会 「Emotions in Early Christianity.
Methodological issues and issues of content
as exemplified by ὀξυχολία in the
Shepherd of Hermas（初期キリスト教における
感情——『ヘルマスの牧者』 における ὀξυχ
ολία〔発作的怒り〕を例にとった方法論的
および内容的諸問題）」

初期ユダヤ教知恵文学には差異化された諸感情の神学的な価値づけが、クムラン教団その
他の外典文学には「二つの霊」の教説に基づく人間論の水準での感情の多様な適用が、ま
たパウロには洗礼による人間の根源的変貌とそれに伴う「肉」に属する諸感情の「霊の実り」
への転換がそれぞれに見られる。他方で、洗礼による人間の変貌を前提する新約外典『ヘル
マスの牧者』では、「二人の天使」が神話的に措定される一方で、発作的怒りは悪魔による外
部的影響と解釈され、無意識の感情に関する神学的な自己認識が倫理的省察として要求さ
れるに至る。

10月19日
池袋キャンパス 12号館地下1階 第3
～4会議室

文学部キリスト教学科 無料
http://www.rikkyo.ac.jp/events/mk
npps000000l321.html

学部事務1課
キリスト教学科担当
03-3985-2521

東京都 豊島区 ①
公開セミナー
「2018年度家族援助技術臨床セミナー」
第4回

保健、福祉、心理、教育などの場で家族支援に携わる方たちにとって、対象となる家族の理
解が必要となる。そこで、本家族援助技術セミナーでは、家族理解を深め、家族支援におけ
る関わり方について整理し、事例等を通して具体的な関わり方について検討していく。同時に
支援者がこれまで支援してきたことについて振り返り、支援経験をリソース(資源)として活用し
ていけるように検討していく。なお、本セミナーには、基本コース(2 回)とセミナー受講経験
者、基本コース修了者を対象とするアドバンストコース(2 回)を設ける。

10月20日 池袋キャンパス 本館1階 1102教室 社会福祉研究所
http://www.rikkyo.ac.jp/events/mk
npps000000icn1.html

一般および教職員（3,000円）、
学生（1,500円）

東京都 豊島区 ①
公開講演会 「トラテロルコ虐殺事件半世紀——
メキシコ政治の変遷」

ジャーナリスト伊高浩昭氏が「トラテロルコ虐殺事件半世紀——メキシコ政治の変遷」と題して
講演を行う。

10月20日
池袋キャンパス 太刀川記念館3階 カ
ンファレンス・ルーム

ラテンアメリカ研究所 無料
http://www.rikkyo.ac.jp/events/mk
npps000000ku29.html

ラテンアメリカ研究所
03-3985-2578
late-ken@rikkyo.ac.jp

東京都 豊島区 ④
公開講習会・ワークショップ
「学習英英辞典の歴史・特徴・使い方」

学習英英辞典を使いこなすためには、その発達の過程、主な特徴、検索プロセスに関する知
識が有用である。本講演では前半の理論編で、1942年に日本で出版されたIdiomatic and
Syntactic English Dictionary（ホーンビー他、開拓社）に端を発する学習英英辞典の発達の
過程を、文法コード、定義語義、サインポスト、文定義、コーパス準拠（頻度情報、実例）など
の主な特徴に焦点を当てて概観する。後半のワークショップ形式の実践編では、複数のウェ
ブ学習英英辞典を検索し、実際の検索プロセスにおいて上記のような特徴がどのような意味
を持つか検討してみる。

10月27日
池袋キャンパス
8号館5階 8506教室

英語教育研究所 無料
http://www.rikkyo.ac.jp/events/mk
npps000000l34y.html

東京都 豊島区 ①
第1言語としてのバイリンガリズム第18回研究
会 「コードスイッチングとコードブレンディング」

第1言語としてのバイリンガリズム研究会は、特に日本ではこれまで注目されることが少な
かった、二つの言語をいわゆる「母語」として育つ人々の言語習得ならびに言語使用につい
て扱う研究会であり、2009年の設立以降毎年２回の研究会を開催し、二つの言語と共に生き
る人々のことばについて言語習得、言語使用、脳科学、アイデンティティ、言語教育など、
様々な観点からの研究の発表の場を提供してきている。第18回の本研究会では、いわゆる
バイリンガル（2つの音声言語を話す人々）におけるコードスイッチングと、バイモーダル（音声
言語と手話言語の二言語使用者）におけるコードブレンディング（音声言語と手話言語の同
時使用）を取り上げ、その特徴とメカニズムについてそれぞれの専門家による基調講演を行
う。また、脳科学の分野の専門家を交えた討論も行い、モード（音声、手話）を超えた二言語
習得・使用の本質に迫ることで複数言語の習得やその使用について考える機会を提供した
い。

10月28日
池袋キャンパス 太刀川記念館
3階 カンファレンス・ルーム

第1言語としての
バイリンガリズム研究会

参加費:
1,000 円

http://www.rikkyo.ac.jp/events/mk
npps000000k3sv.html

異文化コミュニケーション学部
 03-3985-4824
ibunkagakubu@rikkyo.ac.jp

東京都 豊島区 ①④
公開講演会 「Romantisme et la modernité litt
éraire『ロマン主義と文学の現代性』」

フランス十九世紀前半の思潮を支配したロマン主義は、従来の文学史においては、世紀後半
の象徴主義（ボードレール、マラルメ）や写実主義（フローベール）によって乗り越えられた過
渡期的なものと位置づけられてきた。本講演では、第一線で活躍する日仏のロマン主義の専
門家二名を迎え、我々がしばしば性急に文学の現代性（モダニティー）とみなすものが、いか
にロマン主義の中にすでに胚胎していたかを探ることにより、現代が直面する諸問題の起源
について考察する一助としたい。

10月31日 池袋キャンパス 5号館3階 5301教室 文学部文学科 無料
http://www.rikkyo.ac.jp/events/mk
npps000000l3ae.html

学部事務1課
フランス文学専修担当
 03-3985-3392

東京都 豊島区 ④
公開シンポジウム 「立教大学司書課程主催
アーカイブズの最新トレンド2018」

大学附属アーカイブズと企業アーカイブズのリーダーとして著名な2名の講師から、最先端の
優れたアーカイブズ実践を報告していただき、国際的なトレンドを検討する。情報環境が激変
する時代にあって、世界的に見るとアーカイブズの実践は大きく変化してきているが、日本で
はアーカイブズの意義がようやく理解されつつあるという状況にあり、専門職も十分に養成さ
れていない。世界のトレンドと日本の課題の把握が喫緊の課題である。

11月12日 池袋キャンパス 1号館2階 1202教室 立教大学司書課程  無料
学校・社会教育講座事務室司
書課程
03-3985-2229

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 豊島区 ②、③
The 34th St. Paul's Festival
「i'm」possible-enchanted-

立教大学池袋キャンパスにて開催される学園祭。
学生が企画・運営を担い、学生自身の力で作り上げる模擬店やパフォーマンス、イベント等、
来場者が楽しめる企画が計画されている。

11月3日～5日 立教大学池袋キャンパス 立教大学SPF運営委員会
http://www.rikkyo.ac.jp/campuslife
/support/extracurricular_activities/
festival.html

東京都 中野区 ③ 0歳からのコンサート～歌の遊園地～ 地域向け文化イベント 11月3日 こども教育宝仙大学　体育館 中野区 無料 http://hosen.ac.jp/ 03-3365-0267

東京都 中野区 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座

現象数理学の冒険
これまで数理とは無縁と思われていた複雑な諸現象を解明する現象数理学を体験しよう
現象数理学の代表的なテーマについて、第1人者であるMIMSの研究者が分かりやすく説明
します。

10月27日,11月10日,11月
17日,11月24日,12月1日,12
月8日,12月15日

明治大学
中野キャンパス

明治大学
https://academy.meiji.jp/course/de
tail/4512/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

受講料: 3,500円

東京都 練馬区 ②
学校司書応用講座Ver8；
授業に活かす学校図書館

東京学芸大学教授（教育心理学）杉森伸吉先生に、教室における「気になる子どもたち」の理
解と支援についてお話しいただきます。 後半は、学校図書館を授業で使いこなしていくため
の実務や工夫について、附属学校司書の方々とともに、学んでいきます。

11月17日
東京学芸大学附属
国際中等教育学校

東京学芸大学
http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/2018/81.htm
l

総務部広報企画課
地域連携係・松岡
042-329-7119

申込み等詳細は、WEBページをご覧くだ
さい。

東京都 練馬区 ②，③ 日芸祭
学園祭
学生が主体となり日頃の研究や創作作品の展示・発表をする

11月2日～4日 日本大学芸術学部
日本大学芸術学部・
日芸祭実行委員会

http://www.art.nihon-
u.ac.jp/nichigeisai/index.html

日本大学芸術学部
学生課
03-5995-8204

東京都 練馬区 ①②③ イリーナ・チュコフスカヤ　ピアノ･リサイタル

ショパンコンクール入賞はじめ、数多くのコンクールでの入賞歴を誇るロシア出身のピアニス
トによるリサイタル。プログラムはモーツァルトのピアノソナタニ長調K.576、シューベルトの即
興曲Op.90/D.899、ショパンの即興曲変イ長調Op.29、3つのワルツOp.34、バラード変イ長調
Op.47。

11月1日
武蔵野音楽大学
ブラームスホール

学校法人武蔵野音楽学園
http://www.musashino-
music.ac.jp/concert/public_lecture/

武蔵野音楽大学演奏部
03-3992-1120

東京都 練馬区 ①②③ 室内楽演奏会
学内オーディションに合格した学生による室内楽の演奏会。弦楽四重奏、弦楽五重奏、木管
五重奏、金管五重奏が出演。

11月2日
武蔵野音楽大学
ブラームスホール

学校法人武蔵野音楽学園 無料
http://www.musashino-
music.ac.jp/concert/public_lecture/

武蔵野音楽大学演奏部
03-3992-1120

東京都 練馬区 ①②③ 室内楽演奏会
学内オーディションに合格した学生による室内楽の演奏会。弦楽四重奏、サクソフォーン四
重奏、木管五重奏、金管五重奏が出演。

11月5日
武蔵野音楽大学
ブラームスホール

学校法人武蔵野音楽学園 無料
http://www.musashino-
music.ac.jp/concert/public_lecture/

武蔵野音楽大学演奏部
03-3992-1120

東京都 八王子市 ② くぬぎだ祭
学生たちによる文化祭で、模擬店や屋外舞台のイベント、研究発表など様々な催し物が行わ
れます。

10月20日～21日 東京工業高等専門学校 東京工業高等専門学校 無料 http://www.tokyo-ct.ac.jp
学生課学生支援係
042-668-5349

東京都 八王子市 ① 杏林大学公開講座
「龍馬の夢を挫いた男　?勝海舟に届いた手紙」と題して杏林大学総合政策学部教授が公開
講座を行います。

11月24日 八王子学園都市センター 学校法人杏林学園 無料
http://www.kyorin-
u.ac.jp/univ/society/opened/30/11
24matsuda.html

杏林学園広報・企画調査室
0422-44-0611

東京都 八王子市 ①②③④
平山郁夫シルクロード美術館連携企画「平山
郁夫と旅するシルクロード－スケッチブックの
なかの対話－」

日本画家・平山郁夫が残したスケッチブックとコレクションを通して、シルクロードの雰囲気を
味わう展覧会です。帝京大学シルクロード学術調査団が発掘調査を進めている、アク・ベシ
ム遺跡についても紹介します。

10月13日～12月15日 帝京大学総合博物館 帝京大学総合博物館 無料
帝京大学Webページ：
http://www.teikyo-
u.ac.jp/introduction/tum/

帝京大学総合博物館
042-678-3675

東京都 八王子市 ③ CS祭（Creative Spiral Festival）
本学では例年、10月にCS祭（芸術祭）を開催しています。
作品の展示、上映、学生手作りの小物や雑貨の販売、模擬店、ステージ企画など、盛りだくさ
んのプログラムをご用意しています。

10月19日～21日 東京造形大学 東京造形大学 CS祭実行委員会 無料
https://www.zokei.ac.jp/campuslife
/cs/

CS祭実行委員会
csfes2018@gmail.com

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 八王子市 ③ 小川幸造教授退職記念展 重力への反発Ⅱ
小川幸造教授の退職記念展である本展では、小川氏の代表的なシリーズである「小栗判官」
を中心に、学生時代に制作した首像から近作まで、彫刻・デッサン約40点を展示し、40年を
超える活動を回顧します。

10月31日～11月30日 東京造形大学附属美術館 東京造形大学附属美術館 無料
https://www.zokei.ac.jp/museum/a
bout/

学術交流センター
TEL ： 042-637-8169
FAX ： 042-637-8739
museum@zokei.ac.jp

東京都 日野市 ①②③ 日本文化学科公開講座 「源氏物語の世界」「平成の30年～平成時代の世相と文化」 10月13日,20日,27日 明星大学日野校 明星大学 無料 https://www.meisei-u.ac.jp/
人文学部支援室
042-591-5527

東京都 府中市 ①②③

2018年度 連続講演会「国際日本学がめざす
もの：その多面性と可能性」第2回講演会「多
様化の進む地域社会における日本語を見つ
める研究」

「国際日本学」に焦点を当てた左記の連続講演会（2018年9月～翌年1月、全5回予定）の一
環として開催される第２回講演会では、朝日祥之氏（国立国語研究所）が「多様化の進む地
域社会における日本語を見つめる研究」と題して講演を行う。

10月19日
東京外国語大学（府中キャンパス）研
究講義棟101教室

東京外国語大学大学院
国際日本学研究院

無料
東京外国語大学
国際化拠点室
042-330-5829

URLは9月中に取得予定

東京都 府中市 ①②③

2018年度 連続講演会「国際日本学がめざす
もの：その多面性と可能性」第3回講演会「多
文化・多言語共生社会における日本語教育研
究」

「国際日本学」に焦点を当てた左記の連続講演会（2018年9月～翌年1月、全5回予定）の一
環として開催される第３回講演会では、前田直子氏（学習院大学）が「多文化・多言語共生社
会における日本語教育研究」と題して講演を行う。

11月30日
東京外国語大学（府中キャンパス）研
究講義棟101教室

東京外国語大学大学院
国際日本学研究院

無料
東京外国語大学
国際化拠点室
042-330-5829

URLは10月中に取得予定

東京都 府中市 ① 実習で学ぶ親子農業教室
「牛について学ぼう」「親子で手作りソーセージ」「秋野菜の収穫を楽しもう」のテーマで、親子
で実習に取り組むことで、農畜産学について学びます。

11月17日、24日、12月1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/outline/discl
osure/koukaikouza/2018/ippan4.ht
ml

農学部附属
フィールドサイエンス
教育研究センター 総務係
電話:042-367-5812
FAX:042-367-5801
E-mail:fskoho@m2.tuat.ac.jp

事前に申し込みが必要です。

東京都 府中市 ① 東京農工大学 第24回 特別講演会
株式会社明治 取締役常務執行役員 研究本部長 伊藤 裕之氏をお招きし、「見えない価値を
経済価値に変える！」のテーマで講演いただきます。

10月24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 無料 http://www.tuat.ac.jp/
総務課 広報・基金室
電話：042-367-5895

事前申込不要です。詳細は、後日大学
公式サイトに掲載します。

東京都 府中市 ②，③ 外語祭
国際色豊かな学園祭です。27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21日～25日 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、
外語祭実行委員会

http://www.gaigosai.com/
東京外国語大学学生課
042-330-5176

語劇・展示イベントについては無料で
す。

東京都 府中市 ② 農工祭 東京農工大学府中キャンパスで開催される学園祭です。 11月9日～11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 無料 nokofes.tuat@gmail.com

東京都 文京区 ①
平成30年度東京医科歯科大学公開講座
「健康を考える」

東京医科歯科大学公開講座は、広く社会に対して本学における教育研究活動の状況や、活
動の成果に関する情報をわかりやすく発信することを目的としています。本年度においても、
6つの講義を用意し、地域住民の健康づくりに役立つよう実施する予定です。

10月1日～11月30日
東京医科歯科大学
M&Dタワー4階
アクティブラーニング教室

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

総務部総務秘書課広報係
℡:03-5803-4014
Mail:pr.adm@tmd.ac.jp

東京都 文京区 ①
第19回体験型公開講座
「健康寿命を延ばす　健康チェック」

東京医科歯科大学公開講座は、本学における教育研究活動の状況や活動の成果に関する
情報を、社会に対して、広くかつわかりやすく発信することを目的としています。本年度は「介
護」をテーマに、本学教員による講義を行う。さらに恒例の健康チェックも行い、地域住民の
健康づくりに役立てていただく予定です。

10月27日
東京医科歯科大学
3号館

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

医学部事務部総務係
℡:03-5803-5011
Mail:syomu1.adm@tmd.ac.jp

東京都 文京区 ① 役に立つ がんの基礎講座「胃がんの基礎」

一般市民へのがんの啓発の一助となるよう、がん基礎研究分野の特任教授が『がんのきほ
ん』について患者さんとご家族、地域住民の方々を対象に、最新の情報を分かりやすくお話
します。
がんに関心のある方はどなたでもお越しください。申し込み不要、無料です。

10月16日
東京医科歯科大学
医学部附属病院
B棟5階症例検討室

東京医科歯科大学 無料
http://www.tmd.ac.jp/med/canc/c
onsult/canc-basic.html

医学部附属病院
がん相談支援センター
（腫瘍センター内）
℡:03-5803-4886

東京都 文京区 ① TMDUがんレクチャー「がんの緩和ケア」

一般市民へのがんの啓発の一助となるよう、「がん」に関する情報をがん医療に携わる専門
スタッフがテーマに基づいてお話します。
がん患者さん、ご家族、がんに関心のある方、当院におかかりでない方、どなたでもお越しく
ださい。申し込み不要、無料です。

11月20日
東京医科歯科大学
医学部附属病院
B棟5階症例検討室

東京医科歯科大学 無料
http://www.tmd.ac.jp/med/canc/c
onsult/canc-lecture.html

医学部附属病院
がん相談支援センター
（腫瘍センター内）
℡:03-5803-4886

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 文京区 ①
東京医科歯科大学難治疾患研究所市民公開
講座-最先端生命科学講座シリーズ 第22回-

本講座は最先端の研究内容をわかりやすく紹介するため、文京区及び公益財団法人文京ｱ
ｶﾃﾞﾐｰと実施しています。今回は「健康と医療のために知っておきたいｹﾞﾉﾑ研究最前線」と
「幹細胞の不思議」をﾃｰﾏに開催します。

10月19日
スカイホール（文京シビックセンター26
階）

東京医科歯科大学 無料
http://www.tmd.ac.jp/mri/koushimi
/shimin/index.html

公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京学習推進係
℡:03-5803-1119

東京都 文京区 ①②
いま大学で対応するSOGI（性指向・性自認）
/LGBT

セクシャル・マイノリティをめぐる課題に対して、大学組織として取組みを進めている関係者が
それぞれの取組みの理念や具体例を共有するシンポジウムです。

10月26日 筑波大学東京キャンパス文京校舎
筑波大学
ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ・ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ・ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ

無料
筑波大学ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ・
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ・ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ
029-853-8504

事前申込みが必要

東京都 文京区 ②
学園創立80周年記念第207回定期研究発表
演奏会

東邦音楽大学・東邦音楽短期大学・東邦第二高等学校・東邦高等学校・東邦中学校の学生
によるウインドオーケストラの演奏会です。

11月30日
文京シビックホール
大ホール

東邦音楽大学 http://www.toho-music.ac.jp

地域連携演奏センター
田村友志
049-2352157
(内線152)

東京都 文京区 ①③
平成30年度後期文京アカデミア講座　親子で
楽しもう！運動遊び

文京区内在住の親子で参加する講座で、スラックラインや平均台でバランス感覚を養い、竹
馬やなわとびで伝承遊びを体験し、幼児ダンスやリズム遊びでリズム感を養います。大学の
教員が４回連続の講座を開催します。子どもの対象年齢は３歳半～未就学児となり、必ず親
子で参加してください。

10月13日,20日,27日 貞静学園短期大学
公益財団法人文京アカデミー、
貞静学園短期大学

【文京アカデミーHP】
http://www.b-academy.jp/

公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京
03－5803－1119

要事前申込

東京都 文京区 ①
文京区子育てサポーター認定制度
子育て支援員基本研修

子育て支援員基本研修として、「子ども・子育てに関する制度や社会状況における子育て支
援事業の役割を捉えるための科目」と「支援の意味や役割を理解するための科目」及び「特
別な支援を必要とする家庭を理解するための科目」について学びます。

9月29日～30日 貞静学園短期大学
文京区、
文京区社会福祉協議会

無料

【文京区子育てサポーター認定制
度】
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku
/kosodate/kosodatesupporter.html

文京区
03－5803－1256
文京区社会福祉協議会
03－3812－3114

要事前申込

東京都 文京区 ①③
貞静学園短期大学後期公開講座
「楽しいフラダンスレッスン」

一般の方を対象にした専門の先生をお招きしてのフラダンス講座です。夕方遅くからの開講
で、お仕事後からでも参加できます。

9月21日,28日、10月5日,
12日, 19日, 26日、11月2
日,9日, 16日, 30日,12月7
日, 14日

貞静学園短期大学 貞静学園短期大学
【貞静学園短期大学HP】
http://www.teisei.ac.jp/general

貞静学園短期大学
03－3944－9811

要事前申込

東京都 文京区 ①③
貞静学園短期大学後期公開講座
「楽しい生け花」

一般の方を対象にした池坊清生流の家元を講師にお招きしての生け花講座です。伝統的な
生け花からテーブルフラワーまで、初めての方も経験者の方も楽しめる内容となっています。

10月6日, 13日, 20日,27日
11月17日
12月1日, 8日,15日

貞静学園短期大学 貞静学園短期大学
【貞静学園短期大学HP】
http://www.teisei.ac.jp/general

貞静学園短期大学
03－3944－9811

要事前申込

東京都 文京区 ①③
貞静学園短期大学後期公開講座
「親子で学ぼう！プログラミング講座」

小学校でのプログラミング教育必修化に向けて、親子でプログラミングについて楽しく学習す
る講座です。

9月15日,22日、10月6日,
13日, 27日

貞静学園短期大学 貞静学園短期大学
【貞静学園短期大学HP】
http://www.teisei.ac.jp/general

貞静学園短期大学
03－3944－9811

要事前申込

東京都 文京区 ①③
貞静学園短期大学後期公開講座
「福祉住環境コーディネーター２級」

福祉住環境コーディネーターは、障害を持つ人や高齢者の暮らしやすい住環境を提案する
仕事に役立つ資格です。検定試験で2級を目指すための講座となっています。

9月1日, 8日,15日,22日,29
日、10月6日,13日, 20日,
27日、11月10日

貞静学園短期大学 貞静学園短期大学
【貞静学園短期大学HP】
http://www.teisei.ac.jp/general

貞静学園短期大学
03－3944－9811

要事前申込

東京都 町田市 ①
玉川大学×読売新聞社　立川支局共催　連続
市民講座 「進む大学研究～最先端の現場か
ら」

玉川大学では、連続市民講座「進む大学研究～最先端の現場から」を開講します。各講義
は、玉川大学8学部と研究所の先生方、硬式野球部の監督が担当、各分野の現状を分かり
やすく紹介していきます。

10月13日
11月17日
11月24日

玉川大学 大学教育棟2014 521教室
玉川大学・
読売新聞社立川支局

無料
玉川大学HP
http://www.tamagawa.jp/news/new
s_release/detail_14057.html

玉川大学広報課
042-739-8722

東京都 町田市 ③ 平成30年度　第2回　チャペルコンサート
パフォーミング・アーツ学科と芸術教育学科音楽コースで音楽家や音楽の教員を目指して学
んでいる学生が、独唱、重唱、器楽演奏、アンサンブルなどにより様々な楽曲を演奏するコン
サートです。

10月17日 玉川学園チャペル 玉川大学芸術学部 無料
玉川大学芸術学部
音楽共同研究室
042-739-8416

東京都 町田市 ③
2018年度企画展「明治の教育と博物学　－こ
どもたちが学び楽しんだ、自然をめぐるモノづ
くし－」

明治150年を記念し、教育用の博物図、教科書、掛図をはじめ、家庭で楽しまれた錦絵など、
明治の教育を支えた博物学を紹介します。

10月29日～1月27日 玉川大学教育博物館第2展示室 玉川大学教育博物館 無料
玉川大学教育博物館HP
http://www.tamagawa.jp/campus/m
useum/

玉川大学教育博物館
042-739-8656

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 町田市 ③
玉川大学コスモス祭　芸術学部
舞台美術展

今年のテーマは"ＳＴＡＧＥ ＣＲＡＦＴＳ ~Hands On !~ "
大学3号館がバックステージの世界に染まります。

11月10日
11月11日

玉川大学
大学3号館

玉川大学芸術学部 無料
玉川大学芸術学部
演劇共同研究室
042-739-8416

東京都 町田市 ③
玉川大学コスモス祭　芸術学部
玉川太鼓

毎年恒例の玉川太鼓です。力強い男太鼓と華やかな女太鼓を披露します。
11月10日
11月11日

玉川大学
大学3号館

玉川大学芸術学部 無料
玉川大学芸術学部
演劇共同研究室
042-739-8416

東京都 町田市 ③
玉川大学コスモス祭　芸術学部
TAIKO & DANCE 2018 再演

2003年より始まったアメリカ桜祭り公演は、今年で15年目を迎えます。アメリカツアーで3都市
13公演を行なってきたTAIKO & DANCEの再演です。

11月10日
11月11日

玉川大学
大学3号館

玉川大学芸術学部 無料
玉川大学芸術学部
演劇共同研究室
042-739-8416

東京都 町田市 ③
玉川大学コスモス祭　芸術学部
ちゃんぷるーシアターvol.18　凱旋

絵本や童話を演劇化、19年目を迎えた沖縄ツアー公演「ちゃんぷるーシアター」の凱旋公演
です。小作品を組み合わせ、全ての世代が楽しめるプログラムを上演いたします。

11月10日
11月11日

玉川大学
大学3号館

玉川大学芸術学部 無料
玉川大学芸術学部
演劇共同研究室
042-739-8416

要予約(当日券有り）

東京都 町田市 ③ 玉川大学コスモス祭　芸術学部　演奏会
フォーミング・アーツ学科と芸術教育学科のオーディション合格者による演奏会です。学生が
奏でる音色と新しいホールでの音の響きをお楽しみ下さい。

11月11日
玉川大学
University Concert Hall Marble Hall

玉川大学芸術学部 無料
玉川大学芸術学部
音楽共同研究室
042-739-8416

東京都 町田市 ①③
桜美林大学オープンカレッジ
2018年度 秋期 生涯学習講座

桜美林大学の知的財産を社会・地域に対して、公開講座という形で広く開放し、多くの方々に
生涯学習を通じて提供いたします。

11月
桜美林大学
町田キャンパス

桜美林大学
エクステンションセンター

https://www.obirin.ac.jp/extension/
school/fuchinobe_machida/about/

TEL : 042-704-7075
Email : extnsn@obirin.ac.jp

東京都 町田市 ①③
和光大学連続市民講座
「ドキュメンタリー映像とくらし」

戦後の沖縄や、美術家のアトリエなど、様々なドキュメンタリー映像を研究者の解説付きで紹
介します。

10月2日，10月9日，10月16
日，10月23日

和光大学ポプリホール鶴川 和光大学 http://www.wako.ac.jp/
和光大学企画室
044-988-1433

東京都 町田市 ①②③ 和光大学「親子で楽しむふれあいタイム」 2歳から未就学児とその保護者を対象とした、手遊び・楽器演奏・パネルシアター鑑賞 10月28日 和光大学ポプリホール鶴川
町田市文化・国際交流財団
和光大学

無料
https://www.m-shimin-
hall.jp/tsurukawa/

和光大学ポプリホール鶴川
042-737-0252
和光大学企画室
044-988-1433

大学HP
http://www.wako.ac.jp/

東京都
町田市相
原町

②，③
スポーツ研究センター公開講座
サッカー教室

法政大学多摩キャンパス近隣３市(東京都町田市・八王子市・神奈川県相模原市）の小学４
年生から６年生までの
サッカーチームを募集（最大100名）し、本学教員による指導（基本動作、「止める、蹴る、運
ぶ」のテクニック向上から
ミニゲームまで）を３時間枠で行います。

11月17日
法政大学多摩キャンパス
ラグビー場

スポーツ研究センター
法政大学 スポーツ研究センターHP
http://www.hosei.ac.jp/taiku/rpes.h
tml

保健体育センター
多摩体育課
042-783-2732

東京都 三鷹市 ③ 桐朋学園病院内コンサート
桐朋学園の学生による大学病院内でのボランティアコンサートです。（年４回開催, 今回で78
回目）

10月13日（土）
杏林大学病院
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
http://www.kyorin-
u.ac.jp/hospital/introduction/conce
rt/

杏林大学
医学部付属病院庶務課
0422-47-5511（内線2601）

東京都 三鷹市 ①
2018年度「がんと共にすこやかに生きる」
第4回講演会

「最新のがん治療」と題して杏林大学医学部教授が講演会を行います。 10月13日（土） 杏林大学三鷹キャンパス大学院講堂 学校法人杏林学園 無料
http://www.kyorin-
u.ac.jp/hospital/introduction/info/n
ews_detail-372.html

杏林大学
がんセンター事務局
0422-47-5511(代表）

東京都 三鷹市 ① 杏林大学公開講座 「超高齢化社会の風邪と肺炎」と題して杏林大学保健学部教授が公開講座を行います。 10月27日（土） 杏林大学井の頭キャンパス 学校法人杏林学園 無料
http://www.kyorin-
u.ac.jp/univ/society/opened/30/10
27kobayashi.html

杏林学園広報・企画調査室
0422-44-0611

東京都 三鷹市 ① 杏林大学公開講座 「糖尿病網膜症」と題して杏林大学医学部講師が公開講座を行います。 10月27日（土） 杏林大学井の頭キャンパス 学校法人杏林学園 無料
http://www.kyorin-
u.ac.jp/univ/society/opened/30/10
27kotou.html

杏林学園広報・企画調査室
0422-44-0611

東京都 三鷹市 ①
2018年度「がんと共にすこやかに生きる」
第5回講演会

「がん患者の就労支援」と題してNPOがんと暮らしを考える会理事長が講演会を行います。 11月10日（土） 杏林大学三鷹キャンパス大学院講堂 学校法人杏林学園 無料
http://www.kyorin-
u.ac.jp/hospital/introduction/info/n
ews_detail-372.html

杏林大学
がんセンター事務局
0422-47-5511(代表）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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東京都 三鷹市 ① 杏林大学公開講座 「杏林医学会講演会：　不整脈」と題して杏林大学医学部教授が公開講座を行います。 11月17日（土） 杏林大学三鷹キャンパス 杏林医学会 無料
杏林医学会 事務局
0422-47-5511（内線3314）

東京都 港区 ①②④ 小泉信三記念講座
講演者：南山大学　総合政策学部総合政策学科　平岩　俊司　教授
演題：「金正恩政権の北朝鮮と国際社会」

11月5日（火）

慶應義塾大学
三田キャンパス
北館ホール

慶應義塾大学 無料
http://www.rcp.keio.ac.jp/ora/koizu
mikoza/index.html

この講座は広く学外の方にも聴講料無
料で公開されており、特に予約なく自由
に参加いただけます。

東京都 港区 ④
慶應義塾大学ＳＦＣ
Open Research Forum

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）では、その研究成果の社会への還元を自らが果た
すべき重要な社会的責任の一端と考え、研究活動成果を広く社会に公開する場として、
「SFC Open Research Forum(ORF)」を毎年開催しています。この研究発表イベントでは、SFC
研究所で実施している様々な研究プロジェクトの現状と将来計画を、展示やセッションなどを
通して、産業界・国・地方公共団体・学会等に広く紹介しています。

11/22～11/23 東京ミッドタウン(六本木）
慶應義塾大学
湘南藤沢キャンパス（SFC）

無料 http://orf.sfc.keio.ac.jp/ orf-info@sfc.keio.ac.jp

東京都 港区 ①③
慶應義塾大学言語文化研究所
2018年度公開講座
「碑文からみるローマの歴史」

墓碑銘、戦勝記念碑、器に書かれた文字、はたまた壁の落書きなど、実に様々な形で残され
ている「碑文」は、古代ローマ世界の息吹をダイレクトに私たちに伝えてくれるものであり、ま
た、もう一方の重要な資料である古典文学作品にはあまり現れてこない様相に光を当ててく
れるものでもあります。本公開講座では、碑文を主な資料として活発な研究をしておられる三
人の研究者の方々に、碑文研究の面白さをたっぷり語っていただきます。

10月6日．13 日．20日
慶應義塾大学三田キャンパス
北館ホール

慶應義塾大学言語文化研究所 無料
言語文化研究所HP：
http://www.icl.keio.ac.jp/

言語文化研究所
（03-5427-1595）

申込不要

東京都 港区 ① 施設の無料公開 施設を無料公開します。 11月3日 国立科学博物館附属自然教育園
独立行政法人
国立科学博物館附属自然教育園

無料 http://www.ins.kahaku.go.jp/
総務担当
03-3441-7176

東京都 港区 ① 日曜観察会「種のちり方」 その時期にあったテーマで園内を案内し、自然の営みへの理解を深めます。 10月28日 国立科学博物館附属自然教育園
独立行政法人
国立科学博物館附属自然教育園

http://www.ins.kahaku.go.jp/
総務担当
03-3441-7176

入園料（一般）310円が必要。（65歳以上
の方及び18歳未満の方は無料）

東京都 港区 ①② 子ども自然教室「どんぐりのコマ作り」 自然の素材を使い、工作を体験しながら植物の特性を学び自然に親しんでもらいます。 11月10日 国立科学博物館附属自然教育園
独立行政法人
国立科学博物館附属自然教育園

http://www.ins.kahaku.go.jp/
総務担当
03-3441-7176

実施日の１ヶ月前から電話で受付。入
園料（一般）310円が必要。（65歳以上の
方及び18歳未満の方は無料）

東京都 港区 ① 自然史セミナー「つながりの植物学」 自然に親しんでもらうための、研究者による植物についての講座です。 11月11日 国立科学博物館附属自然教育園
独立行政法人
国立科学博物館附属自然教育園

http://www.ins.kahaku.go.jp/
総務担当
03-3441-7176

実施日の１ヶ月前から電話で受付。入
園料（一般）310円が必要。（65歳以上の
方及び18歳未満の方は無料）

東京都 港区 ①
お客様ギャラリー
「自然教育園の四季と生きものたち」

白金自然写真クラブの会員が、自然教育園内で撮影した四季の自然を紹介する展示を行い
ます。

11月9日～12月20日 国立科学博物館附属自然教育園
独立行政法人
国立科学博物館附属自然教育園

http://www.ins.kahaku.go.jp/
総務担当
03-3441-7176

入園料（一般）310円が必要。（65歳以上
の方及び18歳未満の方は無料）

東京都 武蔵野市 ①②③ 第60回　アジア祭
本学の最大イベントである学園祭です。日頃の課外活動、サークル活動の発表や展示から、
趣向を凝らした模擬店の出店、講演会、コンサートなど近隣の方も一緒に参加できます。ま
た、本学の留学生も積極的に参加しており、国際色豊かな学園祭を開催しています。

11月1日～3日
亜細亜大学
武蔵野キャンパス

学校法人亜細亜学園 無料
https://www.asia-
u.ac.jp/campuslife/characteristic/#
anchor2

学生生活課
0422-36-3262

東京都 武蔵野市 ①② 亜細亜大学学園史展示室　テーマ展示
本学学園史展示室は、創立75周年記念事業の一つとして平成28年度に改装いたしました。
毎年11月に本学の歴史の一部を掘り下げたテーマ展示の内容を更新いたします。今年度は
本学の国際交流がテーマです。

11月（更新時期）
亜細亜大学内
学園史展示室

学校法人亜細亜学園 無料
https://www.asia-
u.ac.jp/library/exhibition_room/

学術情報課
0422-36-3281

東京都 武蔵野市 ③
杏林大学医学部管弦楽団
第33回定期演奏会

医学部管弦楽団と井の頭管弦楽団の学生による定期演奏会です。 11月3日（土） 武蔵野市民文化会館 学校法人杏林学園 無料
杏林大学医学部
事務課学生係
0422-47-5511（内線3611）

東京都 武蔵野市 ① 公開講座「知のフロンティア」
全４回で実施する公開講座です。なお、内容は各回で完結し、希望する回のみの参加も可能
です。

10月6日、10月13日、
10月20日、11月10日

成蹊大学 成蹊大学 無料
https://www.seikei.ac.jp/university
/campuslife/kouza/

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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東京都 武蔵野市 ③ 欅祭 大学の学園祭です。 11月24日、11月25日 成蹊大学 成蹊大学 無料 http://keyaki-fes.com/

東京都 武蔵野市 ② オープンキャンパス 大学の入試ガイダンス、キャンパス見学会等を実施します。 11月25日 成蹊大学 成蹊大学 無料
https://www.seikei.ac.jp/university
/s-net/

東京都 目黒区 ①③④
総合研究大学院大学創立３０周年記念シンポ
ジウム「人類はどこへ向かうのか」

知的活動の根源である「好奇心」と地球的規模における自然を含めた倫理観（「社会倫理」）
にスポットを当てた講演と、それらをもとにしたパネルディスカッションを行います。

11月3日、11月4日
東京大学駒場
Ⅰキャンパス２１KOMCEE

総合研究大学院大学 無料
https://www.soken.ac.jp/event/201
81103symposium/

総合企画課広報社会連携係
046-858-1590

東京都 目黒区 ①②④ 公開講座＜関節と免疫の病気＞ 膠原病リウマチ科　亀田　秀人教授による講演（予定）。 10月27日 東邦大学医療センター大橋病院 同左 無料
https://www.ohashi.med.toho-
u.ac.jp/kokai_koza/2018/kokaikouz
a_180709.html

総務課、TEL 03-3468-1251

東京都 都内全域 ①②③ 東京都教育の日 東京都における教育・文化関連行事については、右記ホームページを御覧ください。 東京都他
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/li
felong/learning/kyoiku_no_hi_2.html

各区市町村の実施事業については、９
月下旬に掲載予定です。

東京都 新宿区 ① 東京通信大学 公開講座2018

東京通信大学の開学記念事業の一環として、公開講座を実施します。
「IoT、ビッグデータ、AI（人工知能）で何が変わるのか」「人生100年時代の社会保障」「ネット
を活用して生涯にわたる学びをデザインする」など、多くの市民にとって関わりの深いテーマ
について、本学の教授陣が講義を行います。合計6講座を開講予定。好きな講座をいくつでも
選択し、無料で受講できます。

11/10、11/17、12/8
東京通信大学
新宿駅前キャンパス

東京通信大学 無料 https://www.internet.ac.jp/ 03-3344-2222

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


