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東京都 足立区 ②④ 帝京科学大学桜科祭
テーマは「咲」（さく）で、日頃の学びについて教員・学生がその成果の発表やイベント
の開催により、来場者に当学への関心を高めていく。

10月26日27日 帝京科学大学千住キャンパス本館等 桜科祭実行委員会 無料 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
https://www.dendai.ac.jp/abou
t/contribute/extention/koukai
_kamoku_nibu.html

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

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

https://www.dendai.ac.jp/abou
t/contribute/extention/koukai
_kamoku_daigakuin-mirai-
kou.html

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

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 9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 ②③ 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、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

東京都 板橋区 ②③ 第56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23日～24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/
学生支援部
03-3966-7632

東京都 板橋区 ③
特別企画展
「絹と木綿」

絹や木綿で作られた着物やドレス等を展示するとともに、自然由来の素材が糸、布、
服になる過程を紹介し、衣服がどのように作られているかに注目する

10月17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/academics/museu
m/

東京都 板橋区 ③
講演会
「絹と木綿－つむぎ出す服と人の物語－」
（仮）

講師2名による講演とディスカッション（予定）
・「製品」としての絹と木綿の歴史
・素材を知る、産地を想う－今、着物を売るということ－

11月9日
東京家政大学120周年記念館2C講義
室

東京家政大学博物館 無料
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp/academics/museu
m/

東京都 板橋区 ①②③ 翠心祭
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（翠心祭実行委員
会）

無料
日本大学医学部学生課
03-3972-8128

東京都 板橋区 ②③
筑波大学附属桐が丘特別支援学校桐が
丘祭

本校小学部の「学習発表会」と中高生徒会主催「文化祭」により構成し、実施。 11月2日 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 無料
http://www.kiri-
s.tsukuba.ac.jp/

学校教員室
03-3958-0181

 

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19・20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 ①②④
公開講座＜認知症と生活習慣について
（仮）＞

認知症看護認定看護師による講演（予定）。 11月2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/index2019/i
chiran.html

総務課
03-3762-4151

東京都 北区 ② 第33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です。

11月16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
9月上旬より案内と申
込を開始

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23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：

国立音楽大学附属幼稚園
042-572-3533

定員：50組予約

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歳児親子を対象にリトミックと園庭開放を行います。 11月20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：

国立音楽大学附属幼稚園
042-572-3533

定員：50組予約

東京都 国立市 ①

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学
2020東京オリンピック・パラリンピック
プロジェクト　　トークショー

新体操競技　元ベラルーシ体表オリンピアンを講師にお迎えし、東京オリンピックへ
向けてのトークショーを行う。

10月14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

無料
https://www.twcpe.ac.jp/toky
o2020/lecture.html

総務課
042-572-4131

東京都 国立市 ①

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学
公開講座
（幼児講座）歌遊びリズム遊び

ピアノに合わせて歌ったり踊ったり．．．．みんなで音楽遊びをしましょう！ 10月20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/activ
ity/child.html

地域交流センター
042-572-4131

※保険料200円が
必要

東京都 国立市 ①

東京女子体育大学・短期大学　読売新聞
連続市民講座スポーツを読み解く
～2020年東京五輪・パラリンピックに向け
て～

「アスリートの心を育てる」
スポーツ心理学専門の本学教授：阿江美恵子先生の講座です。

10月26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
読売新聞立川支局

無料
https://www.twcpe.ac.jp/activ
ity/yomiuri.html

地域交流センター
042-572-4131

東京都 国立市 ③
東京女子体育大学
東京女子体育短期大学
公開講座（成人講座）大人のラジオ体操

ラジオ体操第一で美ボディ－を作りましょう。 11月9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/activ
ity/common.html

地域交流センター
042-572-4131

※保険料200円が
必要

東京都 国立市 ③ （学園祭）藤園祭 学生の運営により、各種イベントを行う。 11月2、3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

無料 http://www.twcpe.ac.jp/
学生課
042-572-4131

※詳細は10月下旬に
本学ホームページに
てお知らせします。

東京都 国立市 ①

東京女子体育大学
東京女子体育短期大学
2020東京オリンピック・パラリンピック
プロジェクトシンポジウム（学園祭の中で
開催）

オリンピアンを講師に向かえ、東京オリンピックへ向けたシンポジウムを行う。 11月2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

無料
https://www.twcpe.ac.jp/toky
o2020/lecture.html

総務課
042-572-4131

※詳細は本学ホーム
ページにてお知らせ
します。

東京都 国立市 ①

東京女子体育大学・短期大学　読売新聞
連続市民講座　　スポーツを読み解く
～2020年東京五輪・パラリンピックに向け
て～

「障害者や高齢者も参加できるスポーツの発展と普及」
アダプティッドスポーツ論専門の本学教授：覚張秀樹先生の講座です。

11月16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
読売新聞立川支局

無料
https://www.twcpe.ac.jp/activ
ity/yomiuri.html

地域交流センター
042-572-4131

東京都 国立市 ③
令和元年度一橋大学附属図書館企画展
示

第50回という記念すべき回次を迎える一橋祭、その長い歴史と伝統を回顧し現在と
対比して展望します。

11月5～29日
一橋大学国立西キャンパス附属図書
館展示室

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 ①②③ 一橋祭
大学祭
模擬店・研究発表・ステージ・講演会・各種イベント等を国立キャンパスで開催しま

11月22～24日 一橋大学国立キャンパス
国立大学法人一橋大学
（一橋祭運営委員会）

無料
一橋祭公式:
https://ikkyosai.com/

学務部学生支援課
042-580-8116

東京都 江東区 ① 第11回昭和大学江東豊洲病院公開講座
昭和大学江東豊洲病が教育研究・診療から得た知識を広く社会に開放し教養を高
めるべく、「暮らしと健康」のテーマで市民の方々を対象とした無料公開講座を開催し
ます。

11月16日 昭和大学江東豊洲病院 昭和大学江東豊洲病院 無料
昭和大学江東豊洲病院
管理課
03-6204-6302

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 江東区 ①
東京海洋大学明治丸海事ミュージアム
　特別展示「百年目の航海」

1960年、日米両国は日米修好通商条約百年記念式典を挙行し、その一環として初
代日本丸と初代海王丸は1860年のポーハタン号、咸臨丸の航跡を辿る大航海を行
いました。日本丸には東京商船大学の実習生が乗船していました。
この展示では、両船の太平洋航跡図、日本の練習船史初のパナマ運河通過をした
日本丸船上からの運河写真、日系人新聞に載った乗船者名簿、ハワイ、ワシント
ン、ニューヨークで入手したパンフレットとともに、ワシントン海軍工廠で武士に扮した
学生が1860年の日本使節団の写真と同じ配置で撮った写真も紹介しています。

8月20日～11月2日 東京海洋大学越中島キャンパス 国立大学法人東京海洋大学 無料
https://www.kaiyodai.ac.jp/ev
ents/general/201907081331.h
tml

東京海洋大学
明治丸海事ミュージアム事務室
03-5245-7360

東京都 小金井市 ② コンピュータグラフィックス教室
小学5年生・6年生を対象に、簡単なソフトを使い、コンピュータグラフィックスの体験
教室を実施。

11月17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/admi
ssion/openschool/programmin
g.html

専用HPより事前申込
制。
(定員あり。)

東京都 小金井市 ②④ 学校におけるクラウド活用入門
クラウドコンピューティングとはとはなにか、どのようなことができるのか、そして学校
におけるクラウドコンピューティングサービスの活用について、実際に体験してもらい
ながら講師による解説が受けられます。

11月9日 東京学芸大学　総合メディア教育館 東京学芸大学
http://www.u-
gakugei.ac.jp/seminar/2019/8
5.html

総務部広報企画課
地域連携係
042-329-7119

申込み等詳細は、
WEBページをご覧くだ
さい。

東京都 小金井市 ①
【東京農工大学公開講座】トータルテニス
〜ゲームを楽しむために〜

ダブルスゲームを楽しむために基本となるストローク、ボレー、サーブの技術を身に
つけ、ゲームの戦術を学習します。

10月5日, 12日, 19日,
26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
https://www.tuat.ac.jp/outline
/disclosure/koukaikouza/2019
/ippan2.html

工学研究院 先端健康科学部門
教授 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。

東京都 小金井市 ①④
【東京農工大学公開講座】子供科学教室
「目の錯覚を利用した不思議な立体を作
ろう」

見る方向によって不思議な見え方をする錯視立体を工作します。様々な錯視を引き
起こす画像や立体の例を知り、人間の眼や脳の機能について学びます。

10月19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/outline
/disclosure/koukaikouza/2019
/kodomo13.html

東京農工大学科学博物館係
電話：042-388-7163
FAX：042-388-7598
E-mail：kahaku@cc.tuat.ac.jp

事前に申し込みが必
要です。

東京都 小金井市 ②③
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は、2019年4月に学科を改組しました。
東京農工大学工学部への進学を希望する皆様、東京農工大学をお知りになりたい
皆様を対象に、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/admiss
ion/opencampus/kougakubu/a
utumn_setumeikai/

小金井地区事務部戦略企画室
042-388-7741

東京都 小金井市 ②③
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

国立大学法人東京農工大学 無料
https://www.tuat.ac.jp/admiss
ion/opencampus/2016poster/

小金井地区事務部戦略企画室
042-388-7741

東京都 品川区 ① しながわ学

平成26年度より開催している品川区との包括連携協定に基づく講座。「品川を知る」
の観点から、品川区にかかわる文化や歴史、産業、自然などの魅力や、Cyanがわく
の課題について学ぶ。2017年～2019年は「東京2020オリンピック・パラリンピック」を
見据えて、持続性のあるテーマで開催します。（全4回）

11月6,13,20,27日 立正大学品川キャンパス 立正大学・品川区（共催） 無料
https://www.city.shinagawa.to
kyo.jp/

品川区文化観光課
生涯学習係
03-5742-6837

東京都 品川区 ①
第15回立正大学法学部・法制研究所シン
ポジウム　共生社会の実現に向けて－外
国人労働者の受入れを考える－

立正大学法学部・法制研究所主催による公開講座です。 10月26日 立正大学品川キャンパス 立正大学法学部・法制研究所 無料 http://www.ris.ac.jp/law/
立正大学法学部事務室
03-3492-3183

HPは9月初旬に更新
予定

東京都 品川区 ②③ 第54回橘花祭（学園祭） 学生運営による、各種イベント、模擬店、企画展示などを予定しています。 11月3日,4日 立正大学品川キャンパス 立正大学橘花祭実行委員会 http://kikkasai.com/
立正大学学生生活課
03-3492-6698

東京都 渋谷区 ②③ 第69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3～5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
https://bwu.bunka.ac.jp

学生部学生課
03-3299-2324

東京都 渋谷区 ②③
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3～5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
https://bwu.bunka.ac.jp

学生部学生課
03-3299-2324

東京都 渋谷区 ②③ 第39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3～5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
https://bwu.bunka.ac.jp

学生部学生課
03-3299-2324

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3～5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
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
2019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3～5日 文化服装学院
学校法人文化学園
文化服装学院

無料
文化服装学院HP
https://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3～5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

東京都 渋谷区 ③ 文化祭展示 文化学園図書館所蔵の貴重書や雑誌、書籍から「世界衣装紀行」を展示します。 11月3～5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 「能装束と歌舞伎衣裳」展
当館所蔵の彦根藩主・井伊家旧蔵の江戸時代後期から明治時代の能装束と、松竹
衣裳株式会社の所蔵する現代の歌舞伎衣裳を展示します。

11月1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 ①③ 手話講座
手話が初めての方には「手話講座入門講座」、1年未満の経験者には「手話初級講
座」を開講します。

10月26・27日、
11月30日、12月1日

聖心女子大学4号館
聖心グローバルプラザ

聖心女子大学グローバル共生研究
所

http://kyosei.u-sacred-
heart.ac.jp/

聖心女子大学
グロー-バル共生研究所
03-3407-5811

東京都 渋谷区 ①③ 気候変動に関する展示 「女性と社会的弱者にとっての気候変動」展示を開催します。 9月5日～4月28日
聖心女子大学4号館
聖心グローバルプラザ

聖心女子大学グローバル共生研究
所

無料
http://kyosei.u-sacred-
heart.ac.jp/

聖心女子大学
グロー-バル共生研究所
03-3407-5811

東京都 渋谷区 ② 特別展示「相模原キャンパスの15年」
2003年4月の開学から昨年度で15周年を迎えた相模原キャンパスについて、多方面
からその歩みを振り返る展示を企画します。

11月15日～12月24
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/h
istory/mcenter/index.html

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

※展示規模、期間を
縮小して、相模原キャ
ンパスでも開催予
定。
（11月15日～12月13
日を予定）
※詳細は順次HPにて

東京都 渋谷区 ③ 青山祭
大学祭にて、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、各種模擬店等を行います。

11月1日～3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 ①③④
『The Shape of Things to Come:
Technology, AI and the Human （来るべき
世界:科学技術、AIと人間性）』

青山学院大学シンギュラリティ研究所は、最先端技術と社会との関係を研究する組
織として、2018年4月に設置されました。今回、これまでの1年以上にわたる研究成
果を広く公開するとともに、青山学院大学が最新技術の組み込まれた社会の構築
に、正面から真剣に取り組んで研究・教育していることを内外に強くアピールするた
め、作品展示、トークイベント、ワークショップを開催し、新時代の到来について様々

11月16日～12月15
日

青山学院大学
青山キャンパス

青山学院大学
ｼﾝｷﾞｭﾗﾘﾃｨ研究所

無料
【青山学院大学ｼﾝｷﾞｭﾗﾘﾃｨ研
究所HP】
http://www.agusi.jp/

青山学院大学
研究推進部研究推進課
03-3400-1204

詳細が決定次第、更
新予定

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「THE LAST QUEEN」。学生の展示・発表を中心に開催し
ます。

11月2日～3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/

学生課　学生生活担当
03-3409-9772

東京都 渋谷区 ③ 第65回代々木建学祭

代々木建学祭は、例年11月2日・3日の日程で開催される東海大学代々木校舎で行
われる学園祭です。学生の有志団体による模擬店・展示の他、子供向け縁日、地域
の方との協同バザーや、移動動物園などを実施する予定です。お子様からご年配の
方まで多くの方に楽しんでいただけるよう、学生が主体となって工夫を凝らし、企画・

11月2日、3日 東海大学代々木校舎
東海大学
代々木学生会建学祭実行委員会

無料
http://yoyogi-
kengakusai.shn.u-
tokai.ac.jp/index.htm

教学部代々木教学課
03-3467-2211（代表）

URL:10月上旬頃更新
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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 渋谷区 ①

公開講座世界のカルチャーからみた健
康」
［サブテーマ］
健康と音楽　～国内外の音楽に触れなが

音楽が健康にもたらす影響について、講師が分かりやすく解説するとともに、参加者
が一緒に歌を歌ったり、聴いたりしながら、音楽を健康に役立てるヒントを紹介しま
す。

11月1日 日本赤十字看護大学　広尾キャンパス 日本赤十字看護大学 無料
https://www.redcross.ac.jp/co
operation/extension/cooperati
on

日本赤十字看護大学
地域連携課
03-3409-0924

申込受付中

東京都 新宿区 ②④
集まれ！理系女子　第11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た行事です。全国のSSH校を中心として、近隣の高
校を含め、全国から女子生徒が集まり、普段から取り組んでいる課題研究の成果を
発表し、交流を深め、高め合う場を提供します。中学生・高校生の見学のみも可能で

10月27日 早稲田大学西早稲田キャンパス 学校法人ノートルダム清心学園 無料
http://www.nd-
seishin.ac.jp/ssh/2019/07/20
19-1.html

東京都 新宿区 ①③ 早稲田文化芸術週間2018
早稲田大学最大の文化芸術フェスティバルです。ミュージアムを楽しく巡るプレゼント
企画や心躍るコンサート等、約50のイベントを一斉展開します。

10月7日～21日
早稲田大学 早稲田キャンパス
周辺商店会ほか

早稲田大学文化推進部
https://www.waseda.jp/cultur
e/

03-5272-4783／art-
culture@list.waseda.jp

東京都 新宿区 ①③
多和田葉子・高瀬アキ　パフォーマンス＆
ワークショップ

二言語で創作する作家多和田葉子とヨーロッパのジャズシーンを牽引する高瀬ア
キ。ベルリンを拠点に息の合った活動を続ける二人が、早稲田でパフォーマンスと
ワークショップを行います。

11月14日～15日 早稲田大学小野記念講堂 早稲田大学文化推進部 無料
https://www.waseda.jp/cultur
e/

03-5272-4783／art-
culture@list.waseda.jp

東京都 杉並区 ③
第113回チャペルコンサート
「オルガンとオーケストラの夕べ」

1991年チャペルにパイプオルガンを設置以来、学内外を問わず、大勢の方々に鑑賞
していただく目的でチャペルにてパイプオルガンのコンサートを開催しています。本
学教授でオルガニストの中内潔とオーケストラの共演です。

10月19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HP：
http://www.twcu.ac.jp/univ/a
bout/cooperation/lifelong/con
cert/index.html#anc01

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
2019年度武蔵野地域五大学共同講演会
「現代の家族と子育て：父親の育児・家事
参加と働く母親」

武蔵野市と武蔵野地域の五大学が連携し、生涯学習の機会を提供しています。本
行事は、五大学学長と市長で組織された「武蔵野地域学長懇談会」が主催する講演
会の一つで、本学教員による講演が行われます。

10月29日 東京女子大学 武蔵野地域学長懇談会 無料
武蔵野地域自由大学：
http://www.jiyu-
musashino.org/course/join.ht

武蔵野地域自由大学
事務局
0422-30-1904

東京女子大学担当事
務局　教育研究支援
課

東京都 杉並区 ③
第114回チャペルコンサート
川越　聡子　オルガンリサイタル

1991年チャペルにパイプオルガンを設置以来、学内外を問わず、大勢の方々に鑑賞
していただく目的でチャペルにてパイプオルガンのコンサートを開催しています。川
越聡子氏とオーボエ奏者の宮村和宏氏によるコンサートです。

11月16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HP：
http://www.twcu.ac.jp/univ/a
bout/cooperation/lifelong/con
cert/index.html#anc01

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
【コミュニケーションと社会的承認】
社会的承認論という議論を分かりやすく紹介し、この観点から労働、ジェンダー、格
差社会をめぐる社会問題がどのように見えてくるのかについて考えてみる講座で

11月9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/cour
se/detail/4985/

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135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/

東京都 世田谷区 ①②③
駒澤大学経済学部７０周年記念シンポジ
ウム
日本経済と金融の将来像

経済学部70周年記念イベントとして、ダイアン・エルソン氏（イギリス・エセックス大学
名誉教授）　記念講演会や国際交流セミナー、そして「変動期東アジアの政治経済
学」をテーマに、日中韓国際シンポジウムを開催します。

10月19～20日
11月10日

駒澤大学記念講堂種月館 駒澤大学経済学部 無料
https://www.komazawa-
u.ac.jp/gakubu/keizai/

駒澤大学
経済学部事務室

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
会を開催いたします。

11月9日 種月館（3号館）205教場
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

詳細については駒澤
大学HPにて10月中に
公開予定。

東京都 世田谷区 ①②
駒澤大学経営学部創立50周年記念シン
ポジウム

駒澤大学経営学部創立50周年を記念したシンポジウムを開催します。「大学（学
術）」「企業」「社会」という3つの視点から、50年の歴史とこれからについて検討するこ
とを目的とし、現役学生や卒業生に対して、講演者が自身の体験や現在のリアルな
話を語っていただき、将来に対する参考として考えてもらう機会を提供します。

11月16日 駒澤大学駒沢キャンパス・記念講堂 駒澤大学経営学部 無料
https://www.komazawa-
u.ac.jp/gakubu/keiei/

駒澤大学経営学部事務室
03-3418-9435

東京都 世田谷区
①②
③④

企画展「家康を支えた一門　松平家忠と
その時代～『松平家忠日記』と本光寺～」

本学図書館所蔵貴重書『家忠日記』とともに、家忠ゆかりの曹洞宗本光寺の所蔵資
料を展示します。

9月16日～11月13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
https://www.komazawa-
u.ac.jp/facilities/museum/

禅文化歴史博物館
03-3418-9610

東京都 世田谷区
①②
③④

大学史特集展「『地歴』の記憶～「駒大」と
歩んだ90年～

本学専門部歴史地理科創設90周年を記念し、現在の文学部歴史学科・地理学科に
至る歩みを紹介します。

6月15日～12月21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
https://www.komazawa-
u.ac.jp/facilities/museum/

禅文化歴史博物館
03-3418-9610

東京都 世田谷区
①②
③④

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28日～11月8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
https://www.komazawa-
u.ac.jp/facilities/museum/

禅文化歴史博物館
03-3418-9610

東京都 世田谷区 ② 第54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9～10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
https://www.sanno.ac.jp/unde
rgraduate/campuslife/events/
festival.html

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 11月2日 昭和大学附属烏山病院 昭和大学附属烏山病院 無料
http://www.showa-
u.ac.jp/SUHK/

03-3300-5231

東京都 世田谷区 ①②③ せたがや国際交流ラウンジ（第４回）
世田谷区の大学の留学生が各テーマに対する母国と日本との比較をプレゼンし、
「せたがや」の現状と可能性をグループごとに語り合い、参加者間でシェアします。
＜第４回テーマ＞外国人の困る日本語（バイト敬語、和製英語、カタカナ英語）

11月9日 成城大学8号館ラウンジ 世田谷区 無料
https://www.city.setagaya.lg.jp
/mokuji/bunka/007/001/d001
52875.html

東京都 世田谷区 ③ せたがや国際 メッセ 2019
多文化共生社会の構築に向け、区民が多様な文化を知り・触れることのできる国際
交流イベントです。成城大学から参加予定です。

11月16日 世田谷区民会館 世田谷区 無料

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

11月2日・3日 成城学園中学校高等学校校内 無料 http://www.seijogakuen.ed.jp/ 03-3482-2104

東京都 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・餅つき等
児童、保護者、教職員による催しを実施。

11月3日 成城学園初等学校内 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 成城幼稚園園内 無料
http://www.seijogakuen.ed.jp/
yochien/

 03-3482-2108

東京都 世田谷区 ①②③
令和元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1日～3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

東京都 世田谷区 ③ 「日大の発掘2－文理学部所蔵品展－」 （9月頃に決定予定） 11月1日～12月21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://dep.chs.nihon-
u.ac.jp/museum/

日本大学文理学部資料館
03-5317-8590
（資料館事務室直通）

東京都 世田谷区 ①
日本大学商学部公開講演会
『小児医療の現状と今後の方向性』

「小児入院施設と産科施設の展望」及び「開業小児科医と子育て支援」の２講演の
後，パネルディスカッションを行い，理解を深めていきます。

10月12日
日本大学商学部
3号館2階100周年記念講堂

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 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3～4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
http://www.nihon-
u.ac.jp/risk_management/
日本大学スポーツ科学部
https://www.nihon-
u.ac.jp/sports_sciences/

日本大学
三軒茶屋キャンパス
03-6453-1600
(事務局代表)

東京都 世田谷区 ②③ 筑波大学附属駒場中・高等学校文化祭 本校生徒による展示・発表、演劇、ステージ、縁日、喫茶などを行います。 11月2日～4日 筑波大学附属駒場中・高等学校 筑波大学附属駒場中・高等学校 無料
https://www.komaba-
s.tsukuba.ac.jp/

学校事務室
03-3411-8521

東京都 世田谷区 ①② 「筑駒アカデメイア」講演会 本校と世田谷区教育委員会、目黒区教育委員会との協業による、公開講演会です。 11月16日 筑波大学附属駒場中・高等学校 筑波大学附属駒場中・高等学校 無料
https://www.komaba-
s.tsukuba.ac.jp/

学校事務室
03-3411-8521

事前申込みが必要

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 台東区 ①③④ 日本学士院第71回公開講演会
広く一般の方々を対象に、分野の異なる本院会員を講師に以下の講演会を実施し
ます。
揖斐　高会員「蕪村俳句の魅力―その空間表現と時間意識―」

10月26日 日本学士院会館 日本学士院 無料
https://www.japan-
acad.go.jp/japanese/news/201
9/082001.html

日本学士院事務室
事前申込制
先着順
定員150名

東京都 立川市 ① たちかわ市民交流大学
立川市が進める講座事業「たちかわ市民交流大学」の枠組みを利用し、極地研究所
で進める高度な研究成果を生かしながら、市民の学びを推進し、教養の向上と極地
や環境の問題に関する関心の普及、啓発に資する事を目的とした講座です。

11月20日 立川市女性総合センター 立川市 無料

https://www.city.tachikawa.lg.j
p/shogaigakushu01/kosodate/
kyoiku/iinkai/shogaigakushu/k
oryu-daigaku/index.html

国立極地研究所広報室
042-512-0652

東京都 立川市 ③ 国立音楽大学芸術祭2019
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、学生たちが日ごろの
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
国立音楽大学
芸術祭実行委員会
042-535-9560

ウェブサイトは現在作
成中

東京都 立川市 ②
附属高等学校
第26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9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 立川市 ②③
大学院オペラ2019　モーツァルト歌劇
「ドン・ジョヴァンニ」K.527　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「ドン・ジョヴァンニ」
を上演します。

10月19日～20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：
https://www.kunitachi.ac.jp/in
dex.html

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②③ 第50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。「日本打楽器アンサンブルにおける
系譜」と題し、今年は日本人作曲家の曲目を演奏するプログラムとなっています。

10月27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：
https://www.kunitachi.ac.jp/in
dex.html

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②③ 第18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。今年は信長貴富、上田真樹の合唱曲、
モーツァルトのレクイエムを演奏します。

11月16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：
https://www.kunitachi.ac.jp/in
dex.html

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市 ②③ ヴィレム・ブロンズ　ピアノ公開レッスン オランダ出身のピアニスト、ヴィレム・ブロンズ氏によるピアノ公開レッスンです。 11月18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：
https://www.kunitachi.ac.jp/in
dex.html

国立音楽大学演奏センター
042-535-9535

東京都 立川市
①②
③④

レクチャーコンサート「楽譜のない古典音
楽、インド音楽ラーガの世界」

国立音楽大学楽器学資料館の企画展示「インド 驚愕の音色」の関連イベントとして、
インドの横笛であるバーンスリー奏者の寺原太郎氏、太鼓であるタブラ奏者の池田
絢子氏をお招きしレクチャーコンサートを行います。

11月15日 国立音楽大学楽器学資料館スタジオ 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/j
a/

国立音楽大学楽器学資料館
042-535-9574

10月中旬ごろ更新予
定

東京都 立川市 ①③ 「古典の日」講演会

1.古典発掘-文学の近代と古典文学-
　　講師：谷川　惠一（近代文学/国文学研究資料館　教授・副館長）
2.幻の「源氏物語絵巻」をもとめて
　　講師：小嶋　菜温子（中古文学/立正大学教授・立教大学名誉教授）

11月3日 国文学研究資料館　2階大会議室
大学共同利用機関法人人間文化研
究機構国文学研究資料館

無料
国文学研究資料館
連携企画・広報係
050-5533-2910

要事前申込

東京都 立川市 ①④ 「ことば」展示
国立国語研究所の活動を広く社会一般に紹介するため、「ことば」「日本語」に関す
る展示を行います。

11月9日 国立国語研究所
大学共同利用機関法人 人間文化研
究機構 国立国語研究所

無料
国立国語研究所
0570-08-8595

立川観光協会主催
「立川体験スタンプラ
リー」参加イベント

東京都 多摩市 ① レイズドベッドを造ろう
レイズドベッドとは、土をかさ上げして高くし、高齢者の方や障害のある方が園芸作
業をラクにできる花壇のことです。生涯学習講座の一つとして、プロの造園家と一緒
に木製のレイズドベッド造りをします。

11月12日 恵泉女学園大学 恵泉女学園大学

http://www.keisen.ac.jp/exten
sion/open-
class/2019autumn/university/
gardening/post-34.html

研究機構事務室
042-376-8332

11月2日申込締切

東京都 多摩市 ①
村井吉敬記念講座2019：日本の「近代」と
アジア

生涯学習講座の一つとして、明治に遡って日本の「近代国家」形成に視点を向ける
講座を開講します。「明治150年と植民地主義」、「東京裁判-裁かれなかった植民地
主義」、「福沢諭吉とアジア」

11月13日，11月20
日，11月27日

恵泉女学園大学 恵泉女学園大学

http://www.keisen.ac.jp/exten
sion/open-
class/2019autumn/university/
culture/2019.html

研究機構事務室
042-376-8332

10月27日申込締切

東京都 多摩市 ①
ミニシンポジウム
卒業生にみる女性のキャリアと「生涯就
業力」

学園祭の企画の一つ。2016年から大学が掲げてきている教育テーマ「生涯就業力」
を軸に、各界で活躍している卒業生に、大学時代のこと、その後の人生についてな
ど、生き方・働き方などを語っていただきます。

11月3日 恵泉女学園大学 恵泉女学園大学学長室 無料
http://www.keisen.ac.jp/camp
uslife/festival/

学長室
042-376-8211

東京都 多摩市 ① 古本市
学園祭の企画の一つ。大学の図書館を開放して古本市を開催します。教職員・学生
から集めた本を販売するため多種多様な本が集まり、値段も1冊10円で気軽に読書
の世界を広げることができます。売上は募金します。

11月3日
恵泉女学園大学
図書館

恵泉女学園大学図書館 無料
図書館
042-376-8441

東京都 中央区 ①③ 同志社講座
同志社講座は、世界や日本で次々に起こる動きの背景や社会的課題をテーマに展
開する社会人向け講座です。同志社大学の教員や社会の一線で活躍する卒業生が
講師となり、より深い「知」の世界を提供しています。

9月21日～2020年3
月27日

同志社大学東京オフィス 同志社大学
https://tokyo-
office.doshisha.ac.jp/course/c
ourse.html

同志社大学広報部東京オフィス
03-6228-7260

事前申込要

東京都 中央区 ②
「信州で学ぼう！」長野県山村留学合同
説明会（10月）

長野県内山村留学受入団体によるプレゼンテーションや個別相談を実施します。 10月20日 銀座NAGANO２Fイベントスペース 長野県企画振興部地域振興課 無料

https://www.pref.nagano.lg.jp/
shinko/kensei/soshiki/soshiki/
kencho/shinko/sansonryugaku
.html

長野県企画振興部地域振興課
026-235-7023

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26日～27日 白百合女子大学 白百合祭実行委員会
白百合祭実行委員会
電話：03-3308-4762

東京都 調布市 ①④ おもちゃの病院 子ども達の目の前で一緒に修理をしながらおもちゃの仕組みを学んでもらいます。 10月19日,11月16日 電気通信大学創立80周年記念会館 国立大学法人電気通信大学 無料
http://www.ccr.uec.ac.jp/activ
ity/toy/index.html

電気通信大学 総務部
総務企画課
042-443-5880

要事前申込み
（各開催日前々日の
15時まで）

東京都 調布市 ①④ 子供工作教室 紙飛行機の製作　～流れと遊ぼうコンテスト～ 11月23日 電気通信大学創立80周年記念会館 国立大学法人電気通信大学
http://www.ccr.uec.ac.jp/activ
ity/club/kosaku_index.html

電気通信大学 総務部
総務企画課
042-443-5880

要事前申込み
（申込み期間11月5日
～11月9日）

東京都 調布市 ①④ サイエンスカフェChofu第13回
電気通信大学をはじめとする調布市及び近隣の大学や研究機関の研究者を講師に
迎え、サイエンスの楽しさを広く知ってもらうとともに、研究者と市民がサイエンスに
ついて気軽に話し合い、交流を深めてもらいます。

11月9日 電気通信大学創立80周年記念会館
国立大学法人電気通信大学、調布
市

無料
http://www.ccr.uec.ac.jp/activ
ity/caffe/index.html

電気通信大学 総務部
総務企画課
042-443-5880

要事前申込み
（申込み期間10月5日
～10月12日）

東京都 千代田区
①②
③④

上智大学国連Weeks　October 2019

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1２回です。2015年のSDGs採択以降は、SDGsに関する企画も多く開催してま

10月5日～24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9月以降

東京都 千代田区 ①②③

【上智大学国連Weeks  October 2019】
【教皇フランシスコ訪日記念特別シンポジ
ウム】キリスト教と国連の平和構築　～教
皇フランシスコの南スーダンや他の平和
構築への取り組み～

教皇フランシスコが、南スーダンをはじめ紛争地の平和構築のために取り組みを続
けておられる背景や、現地の紛争解決への影響などについて深く考えるシンポジウ
ムを開催します。

10月5日 上智大学 上智大学人間の安全保障研究所 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9月以降

東京都 千代田区
①②
③④

【上智大学国連Weeks  October 2019】
SDGsへの挑戦　～サステイナブルな消費
と生産～　エシカル消費から未来を変え

SDGsの12番目のゴール「持続可能な消費と生産」をテーマに、大量生産・大量消費
の現状と、解決に向けて私たちができることについて専門家を交えて考えるシンポジ
ウムを開催します

10月10日 上智大学
上智大学、国連大学サステイナビリ
ティ高等研究所(UNU-IAS)、地球環
境パートナーシッププラザ（GEOC

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9月以降

東京都 千代田区 ①②③
【上智大学国連Weeks  October 2019】
難民危機と高等教育の役割

紛争から逃れた人々に対して、大学などの高等教育機関には何が出来るのでしょう
か。隣国シリアからの難民の若者を受け入れてきたレバノンのセント・ジョセフ大学の
取組について学び、この地域出身の若者と一緒にその役割や意義について考えま

10月16日 上智大学 上智大学グローバル教育センター 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9月以降

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



234

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 千代田区 ①②③
【上智大学国連Weeks  October 2019】
アフガニスタンの和平プロセスと国連の
役割

アフガン紛争は、米国がアフガンの反政府武装勢力タリバンとの交渉にも乗り出す
など新たな動きも出ています。アフガン和平プロセス、国連や日本の果たすべき役割
などについて、参加者とともに徹底して議論します。

10月17日 上智大学 上智大学人間の安全保障研究所 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9月以降

東京都 千代田区
①②
③④

【上智大学国連Weeks  October 2019】
映画　「女を修理する男」　－UNHCR
WILL2LIVEパートナーズ

2018年にノーベル平和賞を受賞した、婦人科医のデニ・ムクウェゲ医師の命がけの
治療を追ったドキュメンタリー映画を上映します。
映画では、デニ・ムクウェゲ医師の性暴力の生存者を献身的に治療する姿に加え、
生存者の衝撃的な証言、加害者の不処罰の問題、希望に向かって活動する女性団
体、そしてこの悲劇の背景にある「紛争鉱物」の実態が描かれています。

10月18日 上智大学 上智大学 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9月以降

東京都 千代田区 ①②
【上智大学国連Weeks  October 2019】
第21回「国連職員と話そう！」

国際協力人材育成センター「国連職員と話そう！」シリーズ
国連広報センター所長の根本かおる氏が登壇予定です。センターでの仕事、ご自身
のキャリアや国連機関での様々な経験について語っていただきます。

10月21日 上智大学
上智大学国際協力人材育成セン
ター

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9月以降

東京都 千代田区
①②
③④

【上智大学国連Weeks  October 2019】
国連デー・プレ・イベント　「Special Talk
Session」

SDGsへの若者のコミットメントをどう喚起し、浸透させていくかをテーマに、BNK48
キャプテンのチャープランさん、バンコク国連機関幹部、学生代表との特別トーク・
セッションを開催します。

10月23日 上智大学 上智大学 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9月以降

東京都 千代田区
①②
③④

【上智大学国連Weeks  October 2019】
バンコク国連機関とアジア太平洋の持続
可能な開発への課題と展望

国連アジア太平洋経済社会委員会のホンジュウ・ハム博士による基調講演「アジア
太平洋におけるSDGsの挑戦」を受けて、SDGsと水問題に関するパネル討論を開催
します。

10月24日 上智大学 上智大学 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9月以降

東京都 千代田区
①②
③④

【上智大学国連Weeks  October 2019】
UNEP（国連環境計画）地球環境情報展

2050年までに海を漂うプラスチックは魚の数を越えると言われています。私たちの生
活が海洋環境にどのような影響を及ばしているのか、そして海では今何が起こって
いるのか、遠く感じる海の出来事を、写真を通して考える写真展です。

10月7日～24日 上智大学 上智大学 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9月以降

東京都 千代田区
①②
③④

【教皇フランシスコ訪日記念特別シンポジ
ウム】
キリスト教と持続可能な開発目標（SDGs）

キリスト教とSDGsとの間には、どのような関係があり、どのような相互作用があるの
でしょうか。SDGsの専門家であるイエズス会神父が解説し、参加者との議論を深め
ていきます。

11月22日 上智大学
上智大学
国際関係研究所

無料
上智大学
広報グループ

ホームページでの情
宣は9月以降

東京都 千代田区
①②
③④

近世オランダにおけるカトリックの生存戦
略

宗教改革後のオランダにおけるカトリック教会に焦点を当てたワークショップです。プ
ロテスタンティズムと宗教的寛容で理解されてきた近世オランダ宗教史を、カトリック
の生存戦略という視点から捉えなおします。

11月19日
18:30～20:30

上智大学
四谷キャンパス

上智大学
中世思想研究所

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/imd
thght/

上智大学
中世思想研究所
03-3238-3822

当研究所Facebookで
も宣伝予定

東京都 千代田区 ①②③
講演会「ラテンアメリカにおける韓国と
日本のポップカルチャー受容のメカニズ
ム」

K-popやJ-pop、アニメ、マンガ、ドラマ。韓国や日本のポップカルチャーはラテンアメ
リカでどのように受容されているのか。そのメカニズムについて写真と映像を用いて
お話します。

11月15日
上智大学四谷キャンパス
中央図書館棟9階921会議室

上智大学
イベロアメリカ研究所

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/ibe
ro/

上智大学
イベロアメリカ研究所
03-3238-3530

10月情報公開予定

東京都 千代田区 ④
講演会　「英語の音素配列論と音韻論的
思考法」　本間猛教授/首都大学東京人
文社会学部　教授

英語の音素配列論を手がかりにして、Cairns (1988) の枠組みに基づいた音韻論的
な概念を紹介します．音韻論的な思考法に従って，音韻論者がどのように音韻論的
現象を捉えているかを考えます。

11月6日
15：30 ～ 17：00

上智大学四谷キャンパス
2号館B229音声学研究室

上智大学国際言語情報研究所
音声学研究室

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/soli
fic/phoneticslab/

上智大学
音声学研究室
03-3238-3492

東京都 千代田区 ①

講演会「高次脳機能障害への神経心理
学的リハビリテーション－イギリスでの取
り組みについて」青木重陽先生/神奈川リ
ハビリテーション病院　リハビリテーション

欧米を中心に、包括的な神経心理学的リハビリテーションが発展してきた脳血管障
害等で生じる高次脳機能障害について、英国The Oliver Zangwill Centreでの具体的
方法を概説いただきます。

11月8日
18:30～20:00

上智大学四谷キャンパス
12号館401教室

上智大学国際言語情報研究所
言語聴覚研究センター

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/soli
fic/surecc/

上智大学
言語聴覚研究センター
03-3238-3557

東京都 千代田区 ②

講演会"What can empirical research tell
us about CLIL implementations?
Mapping the landscape"/Professor
Christiane Dalton-Puffer (the University
of Vienna)

This talk stakes out a basic map of CLIL research using a compass that comprises
of five research dimensions: language outcomes, content outcomes, classroom
pedagogy and discourse, materials, participant perspectives.

11月15日
17:30～19:00

上智大学四谷キャンパス
中央図書館8階L-821

上智大学
国際言語情報研究所

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/soli
fic/

上智大学
国際言語情報研究所
03-3238-3493

開催言語：英語
（通訳無）

東京都 千代田区 ①
シンポジウム「日本の学校で学ぶ移民女
性たち」

日本の学校に通って日本語の読み書きを習得した移民女性たちの経験をきくこと
で、表現手段を獲得した彼女たちが、日本社会に何を発信してきたのか、それによっ
て、どんな新しい世界が開けたのか、お話をうかがいます。

11月16日
14:00～18:00

上智大学四ツ谷キャンパス
中央図書館L-911

上智大学
グローバル・コンサーン研究所

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/igc
/

上智大学
グローバル・コンサーン研究所
03-3238-3023

東京都 千代田区 ① 「日本の移民」ブックフェア＋写真展

日本の移民を理解するための本を展示します。おすすめの本の解説つきのブックリ
ストをガイドに、読みたい本を見つけてください。同時開催の写真展「Kokoni iru」は、
日本に住む移民がファインダーを通して切り取った日本社会の風景です。移民の眼
から日本社会はどのように見えているのでしょうか。

11月11日～12月16
日

上智大学四ツ谷キャンパス
中央図書館１F展示スペース

上智大学
グローバル・コンサーン研究所

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/igc
/

上智大学
グローバル・コンサーン研究所
03-3238-3023

東京都 千代田区 ④

ソフィア・シンポジウム「性暴力をなくすた
めに男性は何ができるか：男性のポジ
ショナリティー（立場）と心理を日米の心理
学研究・臨床現場から考える」

男性学・性暴力研究について日米の研究者を招聘して研究の現状と今後の課題を
検討します。

11月8日 上智大学四ツ谷キャンパス
上智大学
アメリカ・カナダ研究所

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/am
ecana/

上智大学
アメリカ・カナダ研究所
03-3238-3908

東京都 千代田区 ④ CHRIS KILMARTIN講演会
アメリカにおける心理学の先行研究の概要を伺い、性暴力をなくすにはどうすればよ
いか、どのような教育が効果的かについて講演いただきます。

11月13日 上智大学四ツ谷キャンパス
上智大学
アメリカ・カナダ研究所

無料
http://dept.sophia.ac.jp/is/am
ecana/

上智大学
アメリカ・カナダ研究所
03-3238-3908

東京都 千代田区 ②③ 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2～4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 https://www.sophiafes.com/ info.sophiasai@gmail.com 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
③④

日本文化とAIシンポジウム2019

日本では、古典籍・古文書・古記録などの過去の資料（史料）を千年以上も大切に受
け継がれており、数億点規模という、世界でも稀にみる大量の資料が現存していま
す。ところが、現代のほとんどの日本人は「くずし字」で書かれた過去の資料を読め
なくなっており、大量のくずし字をどう読み解くかが喫緊の重要な課題となっていま
す。そこで本シンポジウムは、AI（人工知能）を活用してくずし字を読み解く研究の、
過去・現在から未来までを議論し、世界に広がるくずし字研究の最前線をご紹介しま

11月11日 学術総合センター

データサイエンス共同利用基盤施設
人文学オープンデータ共同利用セン
ター／国文学研究資料館／国立情
報学研究所

無料
http://codh.rois.ac.jp/symposi
um/japanese-culture-ai-
2019/

大学共同利用機関法人 情報・
システム研究機構
本部広報室
TEL：03-6402-6214
E-mail：koho@rois.ac.jp

東京都 千代田区 ①④
国立情報学研究所　市民講座「情報学最
前線」2019年度第３回

国立情報学研究所の研究者が「情報学」の先端を一般向けに解説する、公開講座
です。

11月7日 学術総合センター 国立情報学研究所 無料
https://www.nii.ac.jp/event/s
himin/

国立情報学研究所
広報チーム
03-4212-2146

東京都 千代田区 ④
データ駆動型研究を先導するベイズモデ
リング～モデリングは人がやるのか、AI
が代替するのか～

統計数理研究所 樋口知之前所長の退任記念シンポジウムです。記念講演「ベイズ
モデリングと歩んだ30年」のほか、4つの講演と「AI社会での数理モデリングと現場主
義の意義と価値」と題したパネル討論を行います。

11月5日 一橋講堂 統計数理研究所
https://www.ism.ac.jp/events/
2019/meeting1105.html

統計数理研究所 樋口前所長退
任記念シンポジウム実行委員会
TEL：050-5533-8584

・18:30より如水会館
（千代田区）にて意見
交換会を行います
（有料）
・シンポジウム、意見
交換会ともに要申込

東京都 千代田区 ①④ 理化学研究所科学講演会

理化学研究所が行っている研究活動を一般を対象に、わかりやすく紹介する科学講
演会です。今年は、生命科学研究に欠かせない研究材料である「バイオリソース」の
現状について、 世界各国の望遠鏡を用いて明らかとなってきた星や惑星の誕生過
程からさらに分子科学分野へ踏み込んだ融合研究、バクテリアの分裂からヒトの遺
伝疾患までを繋げる「染色体」の最先端研究について講演します。

11月3日 丸ビルホール 国立研究開発法人理化学研究所 無料
http://www.riken.jp/pr/events
/events/20191103/

広報室
048-467-9443

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61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 千代田区 ①④ 専修大学大学院公開講座

PART1 「マンガ・アニメの役割語」＜文学研究科企画＞とPART2 「成熟社会におけ
る企業・地域が育むイノベーション」＜経済学研究科企画＞で開催する。PART1で
は、なぜマンガやアニメの博士が「わしは○○じゃ」と話すのか。人々のアタマの中に
ある「～っぽい話し方」を言語学的に解明する。PART2では、イノベーションが生まれ
る組織を企業と地域に、イノベーションの対象をビジネス・イノベーションとソーシャ
ル・イノベーションに区分してそれぞれ４区分からの考察を行う。

10月4、11、18、25日
11月8、15、22、29日

専修大学神田キャンパス 専修大学大学院事務課 無料
https://www.senshu-
u.ac.jp/event/20191004-
00000804.html

専修大学大学院事務課
TEL：03-3265-6568

東京都 千代田区 ④ 専修大学緑鳳学会第28回大会

1 研究発表会
　研究発表Ⅰ「脱植民地化における自決権の機能と役割－植民地に付与された「特
別の地位」を巡って－」
　研究発表Ⅱ「1931/32年モスクワ改造コンペにおけるハンネス・マイヤー案とエルン
スト・マイ案について」
2 パネルディスカッション
　第1部　報告
　　　報告Ⅰ「令和の時代に栄一の理念は有用か」
　　　報告Ⅱ「渋沢栄一に入り込んだサン‐シモン」
　　　報告Ⅲ「渋沢の関わった女子教育」
　　　報告Ⅳ「渋沢栄一と社会事業－現代的意義－」
　　　報告V 「現代会社における企業倫理」
  第2部 パネルディスカッション
　「渋沢栄一の歩んだ時代とその軌跡－令和の時代に示唆するもの－」

10月26日 専修大学神田キャンパス 専修大学大学院事務課 無料
https://www.senshu-
u.ac.jp/visitor/alumni/ryokuho
u/

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「日本経済の軌跡
と展望－平成から令和へ－」

「日本経済の軌跡と展望－平成から令和へ－」　　　　　　　　　　　　　　　　　　基調講
演と、パネルディスカッションで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
https://www.senshu-
u.ac.jp/event/20191030-
00000241.html

専修大学大学院事務課
TEL：044-911-1271

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Ⅰ講座
専任講師　池田　貴之が講演いたします。

11月9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

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18日
法政大学市ヶ谷キャンパス
外濠校舎3階　S305教室

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/
okiken/

法政大学沖縄文化研究所
03-3264-9393

東京都 千代田区 ④ 能楽学会 第18回大会
能楽や茶道に関する貴重資料群を伝えてきた家々の役割や資料の実態、デジタル
アーカイブの取り組み等について考える。

10月19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

能楽学会 無料
http://kyoten-
nohken.ws.hosei.ac.jp/

野上記念法政大学
能楽研究所
03-3264-9815

共催：野上記念法政
大学能楽研究所

東京都 千代田区 ③ ビブリオバトル（第72回自主法政祭）
自主法政祭にてライブラリーサポーターがビブリオバトルを開催します。ビブリオバト
ルを通じ、本の魅力や、ライブラリーサポーターの存在および活動をより多くの人た
ちに知っていただくことを目指します。

11月1日～4日の2日
間

法政大学市ヶ谷キャンパス
法政大学学友会主催行事実行委員
会、法政大学市ヶ谷図書館ライブラ
リーサポーター

無料 http://ichigayafes.com/
法政大学図書館
事務部市ヶ谷事務課
03-3264-9528

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。

11月8日
法政大学市ヶ谷キャンパス 外濠校舎3
階　S305教室

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/
okiken/

法政大学沖縄文化研究所
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15日
法政大学市ヶ谷キャンパス 外濠校舎3
階　S305教室

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/
okiken/

法政大学沖縄文化研究所
03-3264-9393

東京都 千代田区 ②
シンポジウム
グローバル人材と「共通語としての英
語」：GIS（グローバル教養学部）の視点

GISの言語環境から得られた知見を基に、英語学習をめぐる街の議論や従来の英語
教育論と異なる視点で、グローバルな舞台で活躍する人材に必要な英語力、知識、
マインド・スキル等について語ります。

11月16日 法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎 法政大学GIS（グローバル教養学部） 無料

＜英語＞
http://gis.hosei.ac.jp/
＜日本語＞
http://www.hosei.ac.jp/gis/ja/

法政大学学務部
学部事務課GIS担当
03-3264-5805

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

「社会企業家に学ぶSDGsの本質」をテーマとし、国内外の社会企業家たちがどのよ
うなビジネスを通じて社会課題の解決に挑んだのかを振り返ることで、SDGsと企業
経営のあり方を読み解くヒントを見出したいと考えています。

11月16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 http://riim.ws.hosei.ac.jp/
イノベーション・マネジメント
研究センター
03-3264-9421

10月12日、11月16
日、12月14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 ① 明治大学リバティアカデミーオープン講座
【登戸研究所と秘密戦:戦争の記憶を未来に活かすために】
戦争の記憶を未来に活かし、平和を創造するためにはどうしたらよいのか、登戸研
究所と中野学校で行われていたことを、最新研究成果をまじえて紹介します。

10月26日
明治大学駿河台キャンパス
リバティタワー16階 1163教室

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/4975/

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
【日本企業のコーポレート・ガバナンスと企業戦略】
コーポレート・ガバナンスが経営者の戦略的リーダーシップを促進し、イノベーション
を喚起する機能があることを指摘します。

11月2日
明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン8階 308E教室

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/4984/

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企画】
明治大学の校友を講師としてお招きし、国内の有名な観光地における取組みを例
に、その地の魅力や観光の工夫、インバウンド対策など「観光を通じた地域づくり」に
ついて考えます。

10月27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/cour
se/detail/5005/

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
【Z会寄付講座  大岡信と連詩 ～その考え方と実践～】
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三弾です。

11月9日
明治大学駿河台キャンパス
リバティタワー1階 1012教室

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/4981/

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
【明治大学広告研究部寄付講座　映像コンテンツのチカラ】
「劇場映画」「テレビアニメーション」「広告コンテンツ」各々のスペシャリストにご登壇
いただき、映像コンテンツとメディアの未来について考えます。

11月16日
明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン3階 アカデミーホール

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/4989/

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
【明治大学金融紫紺会寄付講座　SDGs(エス・ディー・ジーズ)とソーシャルビジネス】
グラミン日本COO百野公裕氏と、出見世信之商学部長が、「持続可能な社会」の実
現への思いを余すところなく語ります。

11月19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/cour
se/detail/5042/

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・長崎県連携記念講座　隠元禅師と黄檗文化】
長崎学アドバイザー本馬貞夫氏をお招きし、「日中交流の先駆者」隠元禅師が日本
人に与えた影響や黄檗文化、発祥地長崎の歴史・街並みについてお伝えします。

10月27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/cour
se/detail/5006/

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・鳥取県連携講座　「令和」元年、万葉歌にふれる】
知って楽しい万葉歌や、「令和」の典拠となった「梅花の歌32首」、憶良と家持の経歴
と歌の特徴、そして万葉集最後の歌についてお話しします。

11月12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/cour
se/detail/4994/

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】
経営者やプロフェッショナルの方々を講師に、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18日, 11月22日,
1月24日, 2月28日

明治大学駿河台キャンパス 明治大学
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/4998/

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（税
別）（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

【現象数理学の冒険】
数理とは無縁と思われていた、気候変動、経済変動、心の変化など、複雑な諸現象
を解明する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19日, 11月9日,
11月16日, 11月30日,
12月7日, 12月14日,
12月21日

明治大学駿河台キャンパス 明治大学
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/4973/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

受講料: 4,900円（税
別）（全7回）

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 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19日, 11月16日,
12月21日

明治大学駿河台キャンパス
10月19日
大学会館8階 第三会議室
11月16日・12月21日
グローバルフロント1階
グローバルホール

明治大学

「アンデスの山脈にひそむ音
…オリジナル楽器で奏でる伝
承の調べ」
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/4999/
「アイルランド音楽の世界」
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/5000/
「世界の口琴とアフリカの親指
ピアノの音の世界」
https://academy.meiji.jp/cour
se/detail/5001/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

受講料: 各講2,000円
（税別）

東京都 千代田区 ③ 東京都文化財ウイーク
国指定重要文化財を通年公開します。特別公開事業期間は、館内にイベント周知用
ののぼりを立て、あわせて文化財解説カードを来館者に配布します。

10月26日～11月4日 明治大学博物館 東京都教育委員会 無料
東京都教育庁地域教育支援部
管理課文化財保護担当

東京都教育委員会主
催

東京都 千代田区 ②③ 明治大学シェイクスピアプロジェクト

明治大学主催の学校行事として毎年実施している行事で，学生によるシェイクスピ
ア劇の上演を行います。
16回目の実施となる2019年度の演目は「ローマ英雄伝」を題材に，第一部『ジュリア
ス・シーザー』，第二部『アントニーとクレオパトラ』の二部制で上演いたします。

2019年11月8日（金）
～10日（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/~bu
npro/

E-mail：meiji.bunpro@gmail.com

東京都 千代田区 ① 一橋大学開放講座
一橋大学開放講座は一橋大学主催のもと、同窓会組織である一般社団法人如水会
の協賛を得て「学問と社会の交流」を目的に、広く一般に公開している講演会で、千
代田区一ツ橋の如水会館で毎年6回開催しています。

11月7日
如水会館
（千代田区一ツ橋）

国立大学法人一橋大学 無料

大学HP:
http://www.hit-
u.ac.jp/extramural/free_lectur
e/index.html

一般社団法人如水会
研修文化グループ
seminar@josuikai-office.or.jp

10月上旬に
HP更新予定

東京都 千代田区 ④
奈良先端大東京フォーラム2019
「人生100年時代のサイエンス～社会課
題を解決する先端テクノロジー～」

本フォーラムでは、企業変革のためのイノベーションや豊かなこころの持ち方などを
講演いただき、奈良先端科学技術大学院大学が持つロボットラーニング、プラスチッ
クバイオコンバージョン、マテリアルズ・インフォマティクスなどの先端テクノロジーが
創り出す新しい社会の実現を提案します。

10月9日
イイノホール
(東京都千代田区内幸町2丁目1-1飯
野ビルディング４階)

国立大学法人奈良先端科学技術大
学院大学、日本経済新聞社

無料

【奈良先端大東京フォーラム
2019】
https://events.nikkei.co.jp/165
36/

奈良先端大東京フォーラム事務
局(日本経済新聞社内)
TEL:06-7639-6632

東京都
東京都
品川区

①
しながわ学びの杜
明治学院大学パートナーシップ講座

「ボランティアと市民活動」
ボランティアと市民活動を共通テーマに、「見沼田んぼ福祉農園の活動を例に」「聴
覚障害者理解、障害のある人との共生」「外国人集住が進む『いちょう団地』と市民
活動」と特色のあるテーマで講義をします。

9月21日
10月19、26日
14：00～16：00

こみゅにてぃぷらざ八潮
明治学院大学
品川区

明治学院大学総合企画室
社会連携課
03-5421-5247
品川区役所文化観光課
生涯学習係
03-5742-6837

無料

東京都
東京都
港区

① 明治学院大学 みなと区民大学

「日本近現代の作家と西洋」
大正・昭和にかけ、独学での語学学習から西洋文明を吸収し、新たな言語・造形表
現を開拓した近現代の作家に焦点を当てた講座です。訳読や翻訳という作業は、彼
らの内なる日本的なもの、土俗的なものとの共存を探る手段でもありました。そのダ
イナミックで個性的な生の軌跡をわかりやすく紹介します。

10月1、3、8、
10、15、17日
18：45～20：15

明治学院大学白金校舎 明治学院大学
https://www.meijigakuin.ac.jp/
extension/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：2,500円

東京都
東京都
港区

① 明治学院大学プラチナカレッジ

「第4シリーズ ヨーロッパの都市をめぐる（講師：巖谷 國士本学名誉教授）」
ヨーロッパを代表する魅力的な３都市を取り上げ、文化や風土、景観、生活などの実
相について、地理的・歴史的・都市論的観点で講義をします。
第1回パリ　第2回ヴェネツィア　第3回プラハ

11月 8、15、22日
18：45～20：15

明治学院大学白金校舎 明治学院大学
https://www.meijigakuin.ac.jp/
about/activities/regionalallianc
es/platinum_college/

明治学院大学
総合企画室社会連携課
03-5421-5247

受講料：3,600円
（全3回）

東京都 豊島区 ③ 第50回学習院大学大学祭（桜凛祭）
大学祭（文化系課外活動団体等による研究成果発表・展示、演奏会、著名人による
講演会、各種模擬店等）

11月2日～4日 学習院大学 学習院大学大学祭実行委員会 無料
【学習院大学　桜凛祭HP】
https://www.gakushuinfes.site
/

学習院大学
学生センター学生課
03-5992-1459

東京都 豊島区 ②③
東京芸術劇場コンサートオペラ　vol.7
ビゼー歌劇「ジャミレ」＆ドビュッシー「放
蕩息子」合唱出演

東京芸術劇場で開催される演奏会形式のオペラ公演です。今年はビゼーとドビュッ
シーのオペラを上演し、本学は合唱で出演します。

10月26日 東京芸術劇場コンサートホール 東京芸術劇場
東京芸術劇場HP：
https://www.geigeki.jp/

東京芸術劇場ボックスオフィス
0570-010-296

東京都 豊島区 ①
第29回女子栄養大学栄養科学研究所講
演会

「オリンピック・パラリンピックの食の現場における課題」をテーマに管理栄養士、一
般の方を対象に開催します。

10月26日
女子栄養大学
駒込キャンパス

女子栄養大学 無料
http://www.eiyo.ac.jp/ions/?p
=3355

女子栄養大学
栄養科学研究所
mail:kenkyujo@eiyo.ac.jp

既に定員に達したた
め、
申し込みを打ち切り
ました。

東京都 豊島区 ① 第50回駒込祭・第45回作品展
学園祭及び作品展での学長・校長講演、公開講座、学生・生徒企画、連携市町によ
る物産展などを展開し、近隣の皆様にもご参加いただき、交流・情報交換していただ

11月1、2日
女子栄養大学
駒込キャンパス

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/
女子栄養大学短期大学部
駒込教務学生部

東京都 中野区 ③
中野区・早稲田大学文化交流事業 早稲
田大学交響楽団「Maple Concert  2019」

中野区と早稲田大学との文化交流事業として企画されたこのコンサートは今年で10
回目を迎えます。創立100年の歴史を誇り、また音楽の本場ヨーロッパでも認められ
た学生オーケストラの響きをどうぞお楽しみください。

11月17日 なかのZERO大ホール 中野区、早稲田大学
https://www.waseda.jp/cultur
e/

03-5272-4783／art-
culture@list.waseda.jp

9月下旬より掲載開始

東京都 中野区 ①②③ なかのふれあいロビーコンサート 中野区役所近隣にお住まいの区民を対象としたコンサート 10月29日 中野区役所1Fﾛﾋﾞｰ 中野区 無料
中野区区民部区民生活課
03-3228-5568/内線3212

東京都 中野区 ①②③ 名称未定 中野区立南中野区民活動センター主催のコンサート 11月9日
中野区立南中野区民活動センター
3F多目的ﾎｰﾙ

南中野区民活動センター運営委員
会

無料
南中野区民活動センター
運営委員会 03-3382-1635

東京都 西東京市 ①④ <ICRRサイエンスカフェ>
多摩六都科学館との共同事業で、小学校高学年～大人を対象とするイベントです。
東京大学宇宙線研究所・菅原悠馬さんが、先端科学の一つである銀河形成と進化
についてお話しします。＊お話は高校生程度を想定しています。

11月16日 多摩六都科学館
東京大学宇宙線研究所・多摩六都
科学館

無料
TEL: 04-7136-5148
Email: icrr-pr@icrr.u-tokyo.ac.jp

東京都 練馬区 ②③ 第27回小竹の森音楽祭 小竹町町会、小竹小学校、PTA、地域の皆様がひとつになって作り上げる音楽祭 10月19日 練馬区立小竹小学校 小竹町会 無料
https://cyokai2017kotake.wixs
ite.com/kotake-net/blank-10

小竹小学校PTA役員会

東京都 練馬区 ①②③ 室内楽演奏会① 武蔵野音楽大学学生による室内楽の演奏会（木管楽器・金管楽器・弦楽器） 11月1日 武蔵野音楽大学ブラームスホール 武蔵野音楽大学 無料
http://www.musashino-
music.ac.jp/

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② 武蔵野音楽大学学生による室内楽の演奏会（木管楽器・金管楽器・弦楽器） 11月5日 武蔵野音楽大学ブラームスホール 武蔵野音楽大学 無料
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学演奏部
03-3992-1120

東京都 八王子市
①②
③④

帝京大学総合博物館企画展
「キャンパス遺跡発見伝　古代多摩に生
きたエミシの人々の謎を追え」(仮)

八王子キャンパスの地下に眠っている古代エミシの遺跡について紹介する展覧会で
す。関連講座も実施します。

10月15日～1月14日 帝京大学総合博物館 帝京大学総合博物館 無料
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 ③④
「ひとは世界をどう感じてる？－心理学的
アプローチ－」

「錯視」を題材にして心理学演習Ⅰの学修成果を発表する展示です。 10月4日～11月30日 帝京大学総合博物館 帝京大学文学部心理学科 無料
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 ①
2019年度帝京ライフロングアカデミー秋
期公開講座

社会・地域に対して、公開講座という形で、本学教員の専門分野を中心に、多彩な
講座を13講座開講します。心理、経済、スポーツ・健康、文化・芸術などの講座が充
実しています。

11月2日，9日 帝京大学八王子キャンパス
帝京大学・帝京大学短期大学
帝京ライフロングアカデミー事務局

http://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学・帝京大学短期大学
帝京ライフロングアカデミー事務
局
042-678-3663

8月末情報公開予定
参加料は無料（講座
により教材費、保険
代が発生する場合が
あります）

東京都 日野市 ② 明星大学学園祭 学生が主となり講演会､研究発表会､模擬店､各種企画等実施 11/2～11/4 明星大学日野校 明星大学 無料 https://www.meisei-u.ac.jp/
学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
042-591-5039

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



234

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 府中市 ④
大学院国際日本学研究院（NINJALユニッ
ト）　特別講演会（セミナー）［東京外国語
大学 語学研究所共催］

「リアルタイムMRI動画による音声研究の可能性」をテーマに、前川喜久雄氏（国立
国語研究所）、斎藤純男氏（拓殖大学）、竹本浩典氏（千葉工業大学）の3氏より、現
在取り組み中の研究について紹介いただきます。

11月8日
東京外国語大学語学研究所（府中キャ
ンパス・研究講義棟4階419号室）

国立大学法人東京外国語大学
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

イベントURLは9月中
に取得予定

東京都 府中市 ①②③
大学院国際日本学研究院主催　2019年
度連続講演会（第２回）

大学院国際日本学研究院主催2019年度連続講演会の一環として、平野多恵氏（成
蹊大学）による講演が予定されています。

11月11日
東京外国語大学（府中キャンパス）研
究講義棟101教室

国立大学法人東京外国語大学
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

イベントURLは9月中
に取得予定

東京都 府中市 ③
多摩の歴史を歩く
-江戸時代の府中宿の面影を求めて-

生涯学習講座の一つとして、江戸時代の府中宿に思いをはせながら、府中六所宮
(現、大國魂神社)をはじめ、周辺の寺社・旧跡(高安寺・府中高札場など)を歩いてめ
ぐります。

10月26日 府中市 恵泉女学園大学

http://www.keisen.ac.jp/exten
sion/open-
class/2019autumn/university/
culture/post-13.html

研究機構事務室
042-376-8332

10月16日申込締切

東京都 府中市 ②③ 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、世界各国の珍しい料
理を提供いたします。その外、文化系サークルによる展示イベント、各国民族舞踊等
の見所が満載です。

11月20日～24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
042-330-5177

語劇・展示イベントに
ついては無料。

東京都 府中市 ②
第61回
農工大学学園祭

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8、9、10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
https://sites.google.com/st.go.
tuat.ac.jp/nokofes2019/

nokofes.tuat@gmail.com

東京都 文京区 ④ 第6回先端科学セミナー 講演「おもしろい生き物の話」昆虫の話，海の生物の話 11月3日 お茶の水女子大学
お茶の水女子大学
理系女性教育開発共同機構

無料
http://www-
w.cf.ocha.ac.jp/cos/

ocha-cos-office@cc.oha.ac.jp 要事前申し込み

東京都 文京区 ①
【大同生命保険株式会社寄付講座】
人生100年時代を生きるあなたに

本講座では、広岡浅子氏と渋沢栄一氏をテーマとして3名の講師にお話をうかがい
ます。

11月2日 日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） 無料 http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ①
【WILPF連携講座】
核兵器禁止条約が世界を変える

本講座では、核兵器禁止条約に関してお話をうかがいます。 11月9日 日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） 無料 http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ① 日本古代の神話と神々　Part8 本講座では、『古事記』を中心に、日本古代の神話を読んでいきます。
10月10,24,31日
11月14,28
12月12日

日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ① 生きられる宗教 本講座では、現代宗教学から見る日本の宗教について解説します。
11月11,18日
12月2日

日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ① 大人のためのプログラミング講座 本講座では、Pythonに焦点をあて、先進的プログラミングの世界を紹介します。 11月7日 日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ①
暮らしに活かすアロマテラピー　LESSON
Ⅳ

本講座では、バラの香りや効能を中心に、アロマテラピーについて解説します。
11月5,19日
12月3,17日

日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ① 基礎から学ぶ朗読講座
本講座では、声の仕組みなどの朗読基礎を学んだ後、実際に声に出し朗読していき
ます。

10月15,29日
11月12,26日
12月10日

日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ① 体幹力を高める座ってピラティス
本講座では、椅子に座りつつ、腹部と背部の筋力を高めるエクササイズを行いま
す。

11月8日 日本女子大学目白キャンパス 生涯学習センター（目白） http://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
生涯学習センター（目白）
03-5981-3755

東京都 文京区 ④
SIP「光・量子を活用したSociety5.0実現化
技術」公開シンポジウム2019

内閣府に設置されている「総合科学技術・イノベーション会議」が、府省の枠や旧来
の分野の枠を超えた科学技術イノベーションを実現するために創設した「戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）」の第2期課題として採択された「光・量子を活用した
Society5.0実現化技術」の広報活動の一環として、産業界を含む社会と広く本課題
の実施状況や成果を広報するとともに、外部の意見等を今後の本課題推進に活か
すことを目的としたシンポジウムを開催するものです。

11月1日
東京大学伊藤国際学術研究センター
伊藤謝恩ホール

内閣府及び
国立研究開発法人量子科学技術研
究開発機構（共催）

無料

【量子科学技術研究開発機構
ＨＰ中シンポジウム】
https://www.qst.go.jp/site/col
laboration/20895.html

量子科学技術研究開発機構イノ
ベーションセンター
SIP推進室
sip-symposium＠qst.go.jp

東京都 文京区 ② 学芸発表会
「充実した面白さ」「自由な発想」「つきない探究心」の３つを目標に、生徒たちが日々
積み重ねてきている、生徒会活動・文化活動・学習研究といったものの成果を発表

10月26日 筑波大学附属中学校 筑波大学附属中学校 無料
http://www.high-
s.tsukuba.ac.jp/jhs/wp/

学校事務室
03-3945-3231

東京都 文京区 ①
2019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

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14回四大学連合文化講演会
「学術研究の最前線：環境・社会・人間」

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「四大学連合講演」を基に毎年開催しており、今回は「学術研究の最前線：環
境・社会・人間」をテーマに学術研究の最前線をわかりやすく開設するものとして、実
施します。

11月1日
東京医科歯科大学
Ｍ＆Ｄタワー2階
鈴木章夫記念講堂

【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

生体材料工学研究所総務係
ＴＥＬ：０３－５２８０－８０００
Ｍａｉｌ：
zaikensoumu.adm@tmd.ac.jp

東京都 文京区 ③ 第７０回徽音祭
お茶の水女子大学の学園祭です。豪華ライブやトークショー、縁日のほか、受験生
向けに模擬授業やキャンパスツアーも行っています。

11月9日～10日 お茶の水女子大学 第７０回徽音祭実行委員会 無料 https://kiinsai.sakura.ne.jp/
学生・キャリア支援課
03-5978-5147

東京都 町田市 ③
玉川学園創立90周年記念特別展「ジョ
ン・グールドの鳥類図譜　-19世紀 描か
れた世界の鳥とその時代-」

本学が所蔵している「ジョン・グールド鳥類図譜」41巻と借用した3巻を展示する国内
最大のグールドコレクションの展示です。石版画である図譜の制作方法がわかるス
ケッチやレイアウト画、標本なども展示します。

10月28日～2月2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/camp
us/museum/

玉川大学教育博物館
042-739-8656

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

パフォーミング•アーツ学科主催　恒例の舞台美術展です。
大学3号館がバックステージの世界に染まります。

11月7～10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
042-739-8092

東京都 町田市 ③
玉川大学コスモス祭　芸術学部
TAIKO & DANCE 2019再演

2003年より始まったアメリカ桜祭り公演は、今年で16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9～10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
042-739-8092

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.19 凱旋

絵本や童話を演劇化  ２０周年記念 沖縄巡回公演  「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9～10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
042-739-8092

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
パフォーミング・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音楽専用ホール（MARBLE Hall）での音の響きをお楽
しみ下さい。

11月10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 ③
玉川大学 芸術学部　舞踊公演
「Performing Body 2019」

パフォーミング•アーツ学科　演劇分野と舞踊分野の学生による華やかなステージで
す。バレエやダンス、舞踊などの多彩な演出による身体表現。大学3号館がバックス
テージの世界に染まります。

11月21～24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
演劇共同研究室
042-739-8092

東京都 町田市 ②
エルジュビェタ・タルナフスカ教授　ピアノ
公開レッスン

ショパン音楽大学教授エルジュビェタ・タルナフスカ氏をお招きし、ピアノ公開レッスン
を行います。桜美林大学芸術文化学群音楽専修の学生がレッスンを受講します。聴
講はどなたでもご自由にお聞きいただけます。

11月14日
桜美林大学 町田キャンパス
以徳館 M201

桜美林大学
芸術文化学群音楽専修

無料
http://www2.obirin.ac.jp/musi
c/wordpress/

芸術文化学群音楽専修
042-797-9995

10月末に更新予定

東京都 町田市 ②③
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）
のサッカーチーム（小学４～６年生）を対象に100名程度募集し，本学教員によるサッ
カー指導を行います。

11月16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
http://www.hosei.ac.jp/taiku/r
pes.html

保健体育センター
多摩体育課
042-783-2732

東京都 三鷹市 ①
2019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5日
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/i
nfo/news_detail-482.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 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81回目）

10月19日
杏林大病院
外来棟１階待合ホール

学校法人杏林学園と
桐朋学園の共催

無料
http://www.kyorin-
u.ac.jp/hospital/introduction/c
oncert/

杏林大学医学部付属病院庶務
課
0422-47-5511（内線2601）

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



234

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 三鷹市 ① 杏林大学公開講座
「黎明期 日墺関係の周辺 －西園寺公望と室孝次郎」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。

10月26日 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/2
019/1026_matsuda.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 「高齢者のがん治療」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2日 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/2
019/1102_nagashima.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
「私の人生予定表－満足のいく最期を描くアドバンス ケア プランニング」と題して杏
林大学保健学部准教授が公開講座を行います。

11月2日 杏林大学井の頭キャンパス 杏林医学会 無料
http://www.kyorin-
u.ac.jp/univ/society/opened/2
019/1102_sumita.html

杏林医学会 事務局
0422-47-5511（内線3314）

東京都 三鷹市 ①
2019年度「がんと共にすこやかに生きる」
第5回講演会

「安心して暮らすために～サポートについて知ろう」と題して
杏林大学医学部付属病院患者支援センター員が講演会を行います。

11月9日
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/i
nfo/news_detail-482.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
「杏林医学会講演会　タバコと呼吸器（仮）」」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16日
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
杏林学園広報・企画調査室
0422-44-0611

東京都 三鷹市 ①④ 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。今年のテーマは「すばる望遠鏡の20
年」です。

10月25，26日 国立天文台（三鷹キャンパス）
大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台

無料 日・英ともに準備中

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台
総務課総務係
0422-34-3600(代表)

東京都 三鷹市 ①④ 定例観望会（三鷹）
国立天文台三鷹キャンパスでは、毎月2回、第2土曜日の前日および第4土曜日の夜
に観望会を実施して、惑星や星団、二重星などその時期に見やすい天体を多くの皆
さんにご覧いただいています。

11月8日 国立天文台（三鷹キャンパス）
大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台

無料

日本語：
https://prc.nao.ac.jp/stargazin
g/
英語：
https://prc.nao.ac.jp/stargazin
g/en/

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台
天文情報センター
0422-34-3688

要事前申し込み

東京都 三鷹市 ①④ 4D2Uドームシアター（三鷹）

4D2U（Four-Dimensional Digital Universe、4次元デジタル宇宙）とは、空間3次元と時
間1次元を合わせた（4次元）宇宙を、デジタルデータで可視化したものです。天文学
の最新の成果を、わかりやすく、楽しく、そして科学的に正しい映像表現でみなさま
にご覧いただけるよう心がけています。

10月19日
11月2，8，9，16日

国立天文台（三鷹キャンパス）
大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台

無料 https://prc.nao.ac.jp/4d2u/

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台
天文情報センター
0422-34-3688

要事前申し込み

東京都 立川市 ② 中高生南極・北極ジュニアフォーラム2019
中高生南極北極科学コンテストの応募者が一同に会して提案を発表しあい，研究者
と意見交換・交流します。

11月10日 国立極地研究所　大会議室 国立極地研究所 無料
http://www.nipr.ac.jp/juniorco
ntest/

国立極地研究所
広報室
042-512-0652

東京都 立川市 ① サイエンスカフェ
国立極地研究所の研究者が、南極・北極で実際に行っている観測・調査の研究成果
等を一般に向けてわかりやすく説明、解説します。

11月16日 国立極地研究所　サザンクロス 国立極地研究所 無料
http://www.nipr.ac.jp/science
-museum/event.html#cafe

国立極地研究所
広報室
042-512-0652

東京都 港区 ①③
慶應義塾大学言語文化研究所
2019年度公開講座
「ビザンツの文化的伝統の形成」

ビザンツ帝国の人々は強烈な「ローマ人」としての意識を持ちながらも、次第に古代
文化から離れ、西欧と中東に対し独自性を主張する文明と文化を築き上げました。
そして、それはバルカンからロシアに至る地域に継承されていきます。本講座は、世
界史に大きな存在を占めつつも知られざるビザンツ文化の形成と展開を、人々が生
きた社会・政治・キリスト教の三側面から鮮やかに描きます。

10月5．19 ．26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
http://www.icl.keio.ac.jp/kouk
aikouza/2019/07/2019.html

言語文化研究所
（03-5427-1595）

申込不要

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、
2019年は「SDGsの次の社会」をテーマに開催します。

11/22～23 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 ①
市民公開講座「生きるための必須アイテ
ム」

一般向けの公開講座で、本学の医療福祉の専門家が安心できる暮らしのヒントをわ
かりやすく講演します。今回は松谷有希雄副学長が担当です。

10月26日
国際医療福祉大学
東京赤坂キャンパス

国際医療福祉大学
https://akasaka.iuhw.ac.jp/kou
za/

国際医療福祉大学
広報部 03-5797-2689

東京都 港区 ①
市民公開講座「幸せを作るための睡眠の
あり方」

一般向けの公開講座で、本学の医療福祉の専門家が安心できる暮らしのヒントをわ
かりやすく講演します。今回は中田光紀心理学科長が担当です。

11月16日
国際医療福祉大学
東京赤坂キャンパス

国際医療福祉大学
https://akasaka.iuhw.ac.jp/kou
za/

国際医療福祉大学
広報部 03-5797-2689

東京都 港区 ③ 第11回高輪建学祭

11月1日から3日まで東海大学高輪校舎で行われる学園祭のことであり、企画や模
擬店はそのほとんどが東海大学の学生の手によって作られております。また、学生・
教職員をはじめ近隣にお住まいの方にも足を運んでいただけるように、様々な工夫
を凝らして、お子様からご年配の方まで楽しめる内容となっています。

11月1日～3日 東海大学高輪校舎
第11回東海大学高輪建学祭実行委
員会

無料
https://twitter.com/takanawa
kengaku

教学部高輪教学課学生係
03-3441-1171（代表）

東京都 港区 ①
第8回 国際シンポジウム
「日本と世界Part5 ~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。ハーバード大学教授のジョセフ・
ナイ氏、外交評論家でMIT国際研究センター シニアフェローの岡本行夫氏など日米
の論客を迎える予定です。

10月25日 ホテルオークラ東京
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 港区 ① ＮＨＫみんなの健康教室

地域の一般市民を対象とした健康増進の生涯学習の講座です。テーマは「やはり、
気になる頭痛～付き合うことも、恐れることも～」、「頭痛を起こす疾患の画像～見え
る頭痛と見えない頭痛～」となります。

2019年11月2日(土) ＮＨＫ放送博物館　愛宕山８Ｋシアター 東京慈恵会医科大学 無料
患者支援・医療連携センター
医療連携室03-5400-1202

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

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）

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は港区指定有形文
化財（歴史資料）に指定されています。本年、大規模な修理工事が終わり、当時の音
色が復元されました。１年に1日のみ機会です。お話と演奏で４５分、３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 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30分より礼
拝堂ロビーにて整理
券配布。先着順。

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
年の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 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 港区 ①
群馬大学公開講座『集合的選択と社会的
厚生』を読む１

ノーベル賞級の社会科学理論を少人数で学びます。社会的選択理論の名著，アマ
ルティア・センの『集合的選択と社会的厚生』の第１章を解説します。これまで判らな
かった部分が氷解します。

10月21日、10月28日

群馬大学東京サテライトオフィス303号
室
東京工業大学キャンパス・イノベーショ
ンセンター

国立大学法人群馬大学
https://koukai-
kouza.opric.gunma-u.ac.jp/

研究推進部産学連携推進課産
学・地域連携係
TEL:027-220-7517
kouza@jimu.gunma-u.ac.jp

東京都 港区 ①
群馬大学公開講座『集合的選択と社会的
厚生』を読む２

ノーベル賞級の社会科学理論を少人数で学びます。社会的選択理論の名著，アマ
ルティア・センの『集合的選択と社会的厚生』の第２章と第３章を解説します。これま
で判らなかった部分が氷解します。

11月4日、11月11
日、11月18日

群馬大学東京サテライトオフィス303号
室
東京工業大学キャンパス・イノベーショ
ンセンター

国立大学法人群馬大学
https://koukai-
kouza.opric.gunma-u.ac.jp/

研究推進部産学連携推進課産
学・地域連携係
TEL:027-220-7517
kouza@jimu.gunma-u.ac.jp

東京都 港区 ② 第60回海鷹祭

東京海洋大学品川キャンパスで開催する大学祭です。今年のテーマは、「華甲海宴
(かこうかいえん）」です。東京海洋大学ならではの特色あるイベントが豊富です。毎
年ご好評いただいている「マグロの解体実演」や「さかなクンのトークショー」、おもし
ろい発見が出来るサークル展示、学生によるマリンサイエンスミュージアムの解説、
シーフードに特化した模擬店など、魅力あふれる内容です。

11月2日～4日 東京海洋大学品川キャンパス 国立大学法人東京海洋大学 無料 https://www.umitakasai.net/

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

東京都 港区 ③ 山梨大学ワインセミナー

一般の方を対象として、ワインに関する一般的知識、研究成果、ワインの飲み方な
どを科学的に説明します。山梨大学や山梨県のワイン研究者、山梨県ワイン酒造組
合の醸造家が講師を務め、山梨県産のトップクラスのワインを使ったテイスティング
も実施します。

10月26日 フクラシア品川クリスタルスクエア 山梨大学

【山梨大学ワイン科学研究セ
ンターHP】
http://www.wine.yamanashi.ac.
jp/

山梨大学ワインセミナー事務局
TEL: 055-220-8604
Mail: wine-adu@yamanashi.ac.jp

東京都 武蔵野市 ① 公開講座「ＡＩと社会」
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5、12、19日
11月2日

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

東京都 武蔵野市 ③ 欅祭 大学の学園祭です。 11月23日、24日 成蹊大学 成蹊大学 無料 http://keyaki-fes.com/

東京都 武蔵野市 ② 入試相談会 大学の入試ガイダンスおよび個別相談会を実施します。 11月23日 成蹊大学 成蹊大学 無料
https://www.seikei.ac.jp/unive
rsity/s-net/

東京都 武蔵野市 ② オープンキャンパス 大学の各種ガイダンスおよび個別相談会を実施します。 11月24日 成蹊大学 成蹊大学 無料
https://www.seikei.ac.jp/unive
rsity/s-net/

東京都 武蔵野市 ①
武蔵野地域防災セミナー
避難支援活動協力員養成講座

防災・減災に関する講義や防災ゲーム、シミュレーション等を受講いただき、地域や
学校、職場等での研修会や訓練等における知識や技術の普及や、地域の組織のメ
ンバーとして災害発生時に活動していただく方々（避難支援活動協力員）の養成を
目的とする講座です。

11月9日
武蔵野市役所
西棟8階　811会議室

日本赤十字看護大学
https://www.redcross.ac.jp/ap
plication/files/7515/6343/015
4/R10712.pdf

日本赤十字看護大学
地域連携課
03-3409-0924

時間：9：30～16：30
申込受付中定員：100
名
（定員になり次第締
切）
参加費：300円
※武蔵野市民、学生
（市内の大学・高校に

東京都 目黒区 ①②④ 公開講座＜季節性感染症の感染対策＞ 院内感染対策室　中山 晴雄 講師による講演（予定）。 10月26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/kokaikouza_
190408.html

総務課、TEL 03-3468-1251

東京都 目黒区 ①
うつと躁うつ
－身近な人がうつになった時、何ができ
ますか－

本学と目黒区との連携講座を開催します。本学学生及び一般の方を対象とし、うつ、
躁うつ病についての理解を深め、その治療や対処法について学びます。

10月24日 目黒区総合庁舎
放送大学、
目黒区教育委員会

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/shibuya/

東京渋谷学習センター
総務係
03-5428-3011(代)

9月中旬頃、掲載予
定

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/lifelong/learning/kyoiku_no_
hi_2.html

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/exten
sion/school/yotsuya/

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

東京都 多摩市 ①③
多摩アカデミーヒルズ
2018年度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/exten
sion/school/tacademy/

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

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/exten
sion/school/fuchinobe_machid
a/about/

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

東京都 ①
東京で学ぶ　京大の知シリーズ33
「京都大学の女性リーダーたち」

首都圏における本学の研究成果等の発信、社会への還元を目的として連続講演会
を実施

11月5日～11月25日 京都アカデミアフォーラム in 丸の内 京都大学 無料
http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/social/open_course/
kyoudainochi

総務部渉外課
渉外事業推進掛
075-753-2031
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