
平成23年度　京都大学社会連携事業実施報告一覧

部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

教育学研究科附属臨床教育実践研究セ
ンター心理教育相談室　相談事業

4月～3月
京都大学教育学研究科附属臨床教育実
践研究センター　心理教育相談室

一般市民の来談者（乳幼児
期から老年期まで）

約350

野童いなか塾 4月～12月
京都大学教育学研究科教育実践コラボ
レーション・センター（教育空間創造ユニッ
ト）、野殿童仙房生涯学習推進委員会

南山城村野殿区・童仙房地
区

一般市民（地域住民および近
郊住民、特に子ども、親子で
の参加）

200

第6回風と雲の広場　科学と魔法の交差点
7月

京都大学教育学研究科教育実践コラボ
レーション・センター（教育空間創造ユニッ
ト）

南山城村野殿区・童仙房地
区

一般市民（地域住民および近
郊住民、特に子ども、親子で
の参加）

80

教育学研究科附属臨床教育実践研究セ
ンター主催　公開講座

10月

京都大学教育学研究科附属臨床教育実
践研究センター
共催：京都大学教育学研究科教育実践
コラボレーション・センター

一般市民 85

教育学研究科附属臨床教育実践研究セ
ンター主催リカレント教育講座

2月

京都大学教育学研究科附属臨床教育実
践研究センター
共催：京都大学教育学研究科教育実践
コラボレーション・センター

事例に対する守秘義務を守
ることのできる学校教育関係
者、心理臨床の専門家

62

講演会・交流会「食と農のこれからを考え
る～福島と童仙房をむすんで」

3月
京都大学教育学研究科教育実践コラボ
レーション・センター（教育空間創造ユニッ
ト）

南山城村野殿区・童仙房地
区

一般市民（地域住民および近
郊住民、東日本大震災被災
者）

70

公開シンポジウム「地域社会の教育力―
終焉それとも再生？」上杉孝實氏（京都大
学名誉教授）他）

11月
教育学研究科教育実践コラボレーション・
センター（教育空間創造ユニット）

一般市民、在学生、教職員 70

経済学研究科 浜田宏一講演会 5月
京都大学経済学研究科附属プロジェクト
センター及び経済同友会

京都経済同友会 一般市民、在学生、教職員 250

特別企画第1弾
4月

小学１～6年生 42

第1回：5月 42
第2回：6月 42
第3回：7月 42
第4回：8月 42
第5回：9月 42

特別企画第2弾
10月

小学４～6年生 42

特別企画第3弾
12月

小学1～6年生 42

「ダジック・アース」 ６月、７月 京都大学、虹色カフェ 一般市民 25

7月 中学生 18

9月 小学生、保護者 14

9月 小学生、中学生 15

11月 小学生、保護者 52

11月 小学生、保護者 45

12月 小学生、保護者 70

1月 小学生、保護者 22

2月 高校生 5

京都大学理学部九州講演会「ノーベル賞
の源へ」

8月 京都大学理学研究科

福岡県、大分県、鹿児島県、
熊本県、佐賀県、長崎県、宮
崎県、山口県の各教育委員
会

高校生 約300

最先端科学の体験型学習講座 9月～2月
京都大学理学研究科
共催:京都府教育委員会、NPO法人花山
星空ネットワーク

岐阜県、愛知県、三重県、滋
賀県、京都府、京都市、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山
県の各教育委員会

講演：一般
実験、実習：高校1,2年生

女子中高生のための関西科学塾2012第2
回京都会場

10月

大阪大学男女共同参画推進オフィス、サ
イエンス・サポートアソシエーション
共催：神戸大学男女共同参画推進室、
京都大学女性研究者支援センター、奈
良女子大学女性研究者共助支援事業本
部、大阪府立大学、まほろば・けいはんな
科学ネットワーク、日本物理学会、京都大
学大学院理学研究科、大阪大学大学院
工学研究科、大阪大学大学院理学研究
科、大阪大学大学院基礎工学研究科

大阪府、兵庫県、京都府、奈
良県、和歌山県、滋賀県、大
阪市、吹田市、豊中市、の各
教育委員会

女子高校生 55

小学1～6年生

科学と伝統ものづくりをつなぐもの
京都大学理学研究科
共催：京都府教育委員会

京都府教育委員会

教育学研究科

親子理科実験教室
NPO法人あいんしゅたいん、NPO法人サイ
エンスＥネット、京都大学理学部
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部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

第50回玉城嘉十郎教授記念公開学術講
演会

10月 京都大学理学部、（財）湯川記念財団
学部生、大学院生、教員、一
般

165

花山天文台一般公開 11月
京都大学大学院理学研究科附属天文
台、
NPO花山星空ネットワーク

第26回国民文化祭京都府実
行委員会、京都府教育委員
会、京都市教育委員会

一般市民 280

子どもたちの知的好奇心をくすぐる体験授
業

11月 京都府教育委員会・京都大学連携 京都府教育委員会

京都物理グランプリ
1stステージ京都物理コンテスト2011

11月
京都府教育委員会
共催：京都大学

京都府教育委員会 中学生、高校生 77

高校生のための京大科学実験教室 12月
京都大学理学研究科
共催：京都府教育委員会

京都府教育委員会 高校生 18

京都物理グランプリ
2011表彰式

12月
京都府教育委員会
共催：京都大学

京都府教育委員会 中学生、高校生

色と香りであやどる科学と芸術 1月
京都大学理学部・理学研究科
共催：京都府教育委員会
協力：京都大学総合博物館

京都府教育委員会 一般市民 831

文部科学省科学研究費補助金＜新学術
領域研究＞「揺らぎが機能を決める生命
分子の科学」　第5回公開シンポジウム

1月
文部科学省科学研究費補助金＜新学術
領域研究＞「揺らぎが機能を決める生命
分子の科学」

財団法人奈良県ビジターズ
ビューロー

一般市民、在学生、教職員、
他大学および他研究機関の
研究者

159

京都物理グランプリ
2ndステージ　物理チャレンジ道場

1月、2月
京都府教育委員会
共催：京都大学

京都府教育委員会 中学生、高校生

ウォークインサイエンス 1月 京都大学理学部・理学研究科 京都市、京都市教育委員会 一般市民 721

わくわく理科体験教室　－キッズサイエンス
スクールIN京丹後－

1月
京丹後市教育委員会
共催：京都大学、京都府教育委員会

京丹後市教育委員会、京都
府教育委員会

京丹後市内の小学４～6年
生

23

京都千年天文学街道ツアー 3月

京都大学大学院理学研究科社会交流室
共催：NPO法人花山星空ネットワーク、京
都大学大学院理学研究科附属天文台
後援：京都大学総合博物館

小中高校の教員 9

女子中高生のための関西科学塾2012第5
回大阪大学会場

3月

大阪府、兵庫県、京都府、奈
良県、和歌山県、滋賀県、大
阪市、吹田市、豊中市、の各
教育委員会

女子中高校生 77

京都大学グローバルCOE普遍性と創発性
から紡ぐ次世代物理学

10月

京都大学グローバルCOE普遍性と創発性
から紡ぐ次世代物理学
後援：京都新聞社、物理教育学会、天文
教育普及研究会、京都市教育委員会、
京都府教育委員会

京都新聞社、物理教育学会、
天文教育普及研究会、京都
市教育委員会、京都府教育
委員会

一般市民、在学生、教職員 300

がん相談支援室
平日（本院休診日を

除く）
京都大学医学部附属病院

がん患者またはその家族
１日当たり相談5～20人

オープンホスピタル 7月 京都大学医学部附属病院 一般市民 約1,000

東日本大震災関係シンポジウム「大震災
後の医療・診療・感染症防止を考える」

9月 京都大学医学部附属病院 一般市民、在学生、教職員 120

工学部公開講座 7月 京都大学工学部 一般市民 149

竹の環プロジェクト
全て雨天により中止

春編4月、
秋編10月

京都大学工学部

主催：京都大学、公益社団法
人京都モデルフォレスト協会、
京都府、住友生命保険相互
会社
協力：京都大学生協、京都森
林インストラクターの会、山仕
事サークル杉良太郎

一般（小学校高学年以上）、
住友生命職員、京都大学の
学生、教職員、モデルフォレ
スト協会会員

－

医学部附属病院

工学研究科

理学研究科
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部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

平成23年度(第75回)京都大学
食と農のマネジメントセミナー　第3クラス
食品トレーサビリティの原理と応用

7月
京都大学農学研究科生物資源経済学専
攻

農林水産省、（社）農業開発
研修センター、(社）食品需給
研究センター

食品関連企業の品質管理、
品質保証担当者、地方自冶
体、農協の食品安全対策担
当者、農林水産省、農政局
職員、団体、協会の職員、農
業経営者、研究者、学生

19

平成２３年度牧場一般公開（第１回） 10月 京都府南丹振興局、京丹波町 京都府、京丹波町 中学生 41

京都大学大学院農学研究科附属農場
第１５回公開講座『農と食の未来を拓く』

11月 京都大学大学院農学研究科附属農場 一般、高校生 58

平成２３年度牧場一般公開（第２回） 11月 京都府南丹振興局 京都府 中学生 71

平成23年度(第75回）京都大学
食と農のマネジメントセミナー　第2クラス
環境評価のための基礎実習

12月
京都大学農学研究科生物資源経済学専
攻

農林水産省、環境省

環境行政担当者、企業の環
境経営部門担当者、環境関
係シンクタンク、コンサルタント
業者、公共事業関係の行政
担当者、建築、土木、農林水
産業など公共事業関係業
者、団体、協会の職員、研究
者、学生

20

平成23年度（第75回）京都大学
食と農のマネジメント・セミナー　第1クラス
短期集中講義形式による複式簿記の原理
と実践

2月
京都大学農学研究科生物資源経済学専
攻

農林水産省、（社）農業開発
研修センター、(社）食品需給
研究センター

地方自治体、農協職員、農
水省、農政局職員、団体、協
会の職員、農業経営者、研
究者、学生

2

人間・環境学研究科
京都大学大学院人間・環境学研究科公
開講座

2月 京都大学大学院人間・環境学研究科 一般市民 73

情報学研究科 公開講座 8月
京都大学

一般市民、在学生、教職員 90

生命科学研究科 生命科学研究科シンポジウム ７月 京都大学生命科学研究科 一般市民、学生、教職員等 250

はんなり京都嶋臺 7月、12月、3月 京都大学大学院地球環境学堂 ー 一般市民、在学生、教職員 195

地球環境フォーラム 7月、11月、2月

京都大学大学院地球環境学堂

2月4日のみ、環境省と環境人材育成コン
ソーシアムが主催に加わる

ー 一般市民、在学生、教職員 330

6月 20名程度 

8月～9月

1月 仙台市、石巻市、気仙沼市
市職員、一般市民、本学の
院生、教員、東北大学の学
生等

3月 53

農学研究科

地球環境学堂

公共政策大学院

京都大学公共政策大学院
大学院生を主体とした東日本大震災復興
政策研究及び提案活動への支援
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部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

第３回京都大学公共政策大学院・ＪＩＡＭ
連携セミナー

9月
京都大学公共政策大学院、全国市町村
国際文化研修所（JIAM）

全国の自治体、ＮＰＯ職員
公共政策系大学院生
教職員

60名程度
（台風の到来
により参加者

減）

「高校生のための化学」～化学の最前線を
聞く・見る・楽しむ会～

7月
京都大学化学研究所
協賛：社団法人 日本化学会

京都府教育委員会、滋賀県
教育委員会、奈良県教育委
員会、大阪府教育委員会、京
都市教育委員会、宇治市教
育委員会、城陽市教育委員
会

高校生、中学生、教員等 107

化学研究所公開講演会 10月 京都大学化学研究所 一般市民 164

人文研アカデミー
文化講座
 「知っておきたい東アジアの国際関係－歴
史と地政的意義」

4月
京都大学人文科学研究所、NHK大阪文
化センター

一般市民 30

人文研アカデミー
セミナー・シリーズ「政治を考える」

5月、10月、1月 京都大学人文科学研究所 研究者、学生、社会人
延べ
250

人文研アカデミー
連続セミナー
 「生命・差異・表象」

6月、7月 京都大学人文科学研究所 一般市民
延べ
122

人文研アカデミー
夏期公開講座
 「名作再読－道を語る」

7月 京都大学人文科学研究所 一般市民 79

TOKYO漢籍SEMINAR 9月
京都大学人文科学研究所附属東アジア
人文情報学研究センター

一般市民、院生、学生、司書 129

人文研アカデミー
連続セミナー
「异体字の昿埜（いたいじのこうや）」

9月、10月 京都大学人文科学研究所 社会人、学生
延べ
96

国際ワークショップ
「徽州の籍帳から見た中国近世の地方統
治と有力戸」

9月 京都大学人文科学研究所 一般市民、在学生、教職員 11

国際シンポジウム
「中国についての学術的な考え方－日本
からの視点」

11月

京都大学人文科学研究所、オーストラリ
ア国立大学・中華世界研究センター
共催：イタリア国立東方学研究所、フラン
ス国立極東学院

一部講演会のみ公開、
一般市民、在学生、教職員

50

人文研アカデミー
特別セミナー
「ライフサイエンスの半世紀－歴史を振り返
り、現在を考える」

11月 京都大学人文科学研究所 一般市民、在学生、教職員 50

公開シンポジウム
「越境するカワイイ！可愛い！Kawaii！－
ファッションとマンガ－」

11月
京都大学人文科学研究所
共催：京都国際マンガミュージアム

一般市民 70

人文研アカデミー
文学カフェ
 「作者に訊く－角田光代の小説世界」

12月 京都大学人文科学研究所 一般市民、在学生、教職員 200

化学研究所

人文科学研究所
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部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

日韓術数学ワークショップ
「東アジア術数学研究の現状と課題」

2月 京都大学人文科学研究所 研究者、一般市民 63

人文研アカデミー
シンポジウム
「日本からみた68年5月」

2月 京都大学人文科学研究所 一般市民、在学生、教職員 500

国際シンポジウム
Afghanistan Meeting 2012
「Between Sogdiana and Gandhara in the
Pre-Islamic Period」

3月

京都大学人文科学研究所、龍谷大学龍
谷ミュージアム
共催：イタリア国立東方学研究所、フラン
ス国立極東学院

一般市民 52

SENDAI漢籍SEMINAR 3月
京都大学人文科学研究所附属東アジア
人文情報学研究センター
共催：東北大学大学院文学研究科

一般市民、院生、学生 65

人文科学研究所
退職記念講演会

3月 京都大学人文科学研究所 一般市民、在学生、教職員 195

再生医科学研究所
京都大学再生医科学研究所「再生医学・
再生医療の先端融合的共同研究拠点」第
6回公開講演会

7月 京都大学再生医科学研究所 一般市民、在学生、教職員 186

エネルギー理工学研究所 エネルギー理工学研究所公開講演会 5月 京都大学エネルギー理工学研究所 一般市民

京都大学森林科学公開講座 10月
京都大学生存圏研究所、京都大学大学
院農学研究科森林科学専攻

一般市民 60

生存圏研究所公開講演会 10月 京都大学生存圏研究所 一般市民 155

防災研究所公開講座「巨大災害にどう立
ち向かうか―想定とその限界―

9月 京都大学防災研究所 一般市民、学生、防災関係者 193

防災研究所研究発表講演会 2月
京都大学防災研究所
後援：財団法人　防災研究協会

防災研究関係者、学生、一
般市民

350

基礎物理学研究所
京都大学国際フォーラム「新たな知の統合
に向けて」

10月

京都大学基礎物理学研究所、京都大学
経済研究所、 京都大学総合博物館、 京
都大学理学研究科、 京都大学こころの
未来研究センター、 京都大学高等教育
研究開発推進機構、 京都大学宇宙総合
学研究ユニット、 京都大学統合複雑系
科学研究国際ユニット、 京都大学グロー
バルCOEプログラム「物質科学の新基盤
構築と次世代育成国際拠点」、 京都大
学グローバルCOEプログラム「普遍性と創
発性から紡ぐ次世代物理学」、 慶應義塾
大学経済学研究科・商学研究科/京都
大学経済研究所連携グローバルCOEプロ
グラム「市場の高質化と市場インフラの総
合的設計」大学

京都大学・京都府教育委員
会連携協定事業

一般市民、在学生、教職員 190

公開シンポジウム『理数離れと日本の危
機』

8月

京都大学経済研究所慶應/京都大学連
携GCOE、国際教育学会、京都大学統合
複雑系科学国際研究ユニット、同志社大
学ライフリスクセンター

国際教育学会、同志社大学ラ
イフリスクセンター

一般市民 54

生存圏研究所

防災研究所
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京都大学シンポジウムシリーズ『大震災後
を考える』―安全・安心な輝ける国作りを
目指して―　シリーズXII　復興と地域社会
再生を考える

9月
京都大学経済研究所
共催：京都大学大学院経済学研究科、
京都大学大学院人間・環境学研究科

一般市民、在学生、教職員 193

京都大学経済研究所CAPS 国際シンポジ
ウム「税制の国際的潮流」 1月

京都大学経済研究所、先端政策分析研
究センター（CAPS)、,財団法人総合経済
研究所

大学関係者、自治体、企業、
一般

149

京都大学経済研究所先端政策分析研究
センター（ＣＡＰＳ) 公開シンポジウム
「被災地復興のためのビジネスイノベーショ
ン～未来への挑戦～」

3月
京都大学経済研究所先端政策分析研究
センター（ＣＡＰＳ)

近畿経済産業局　京都府　京
都市　関西経済連合会　京都
商工会議所　大阪商工会議
所　中小企業基盤整備機構
京都府中小企業団体中央会
（社）京都経済同友会　京都
経営者協会　（社）京都工業
会　復興庁　日本ベンチャー
学会

企業および経済団体従業
者、国、地方の政策担当者、
大学関係者

167

第7回京都大学附置研究所･センターシン
ポジウム　京都からの提言-21世紀の日本
を考えるー

3月 京都大学附置研究所･センター
読売新聞社、（公財）京都大
学教育研究振興財団、神戸
大学

一般市民 370

京都大学経済研究所先端政策分析研究
センター研究会「リオ＋20持続可能性指
標・幸福度指標の国際的潮流」

3月
京都大学経済研究所先端政策分析研究
センター

内閣府経済社会総合研究
所、財団法人地球環境戦略
研究機関

一般市民、在学生、教職員 66

数理解析研究所 数学入門公開講座 8月 京都大学数理解析研究所 京都府 一般市民 延べ　348

学術公開

4月、5月、6月、7
月、8月、9月、10
月、12月、1月、2

月、3月

京都大学原子炉実験所 熊取町、泉佐野市、貝塚市 一般市民 1,077

一般公開 10月 京都大学原子炉実験所 熊取町、泉佐野市、貝塚市 一般市民 284

アトムサイエンスフェア講演会 10月 京都大学原子炉実験所 熊取町、泉佐野市、貝塚市 一般市民 169

アトムサイエンスフェア実験教室 10月 京都大学原子炉実験所 熊取町、泉佐野市、貝塚市 一般市民（小中学生） 67

犬山公開講座 7月 京都大学霊長類研究所 一般市民 49

東京公開講座 9月 京都大学霊長類研究所 一般市民 206

市民公開日 10月 京都大学霊長類研究所

犬山市内および近隣市町村
にお住まいの中学生以上の
方（小学生高学年は保護者
同伴なら可）

43

CiRA見学会
6月、8月、

9月、10月、12月、1
月、2月

京都大学 一般市民
1回につき数

名−35名

経済研究所

原子炉実験所

霊長類研究所
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部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

CiRA一般の方対象シンポジウム ７月 京都大学 一般市民 330

CiRAカフェFIRST
10月、11月、12月、

1月、3月
京都大学 一般市民

１回につき
約30名

iCeMS/CiRAクラスルーム 11月5日、6日 京都大学

京都市教育委員会、京都府
教育委員会、滋賀県教育委
員会、兵庫県教育委員会、大
阪府教育委員会、大阪市教
育委員会

高校生 87

学術メディアセンターセミナー
4月～３月
（14回）

京都大学学術情報メディアセンター 学生、教職員、一般の方 554

『聴覚障害者のための字幕付与技術』シン
ポジウム

10月

京都大学 学術情報メディアセンター、科
学技術振興機構 CREST「人間調和型情
報環境」領域、（社）全日本難聴者・中途
失聴者団体連合会 近畿ブロック、京都
府難聴者協会、速記科学研究会、速記
懇談会

（社福）京都聴覚言語障害者
福祉協会、（財）京都新聞社
会福祉事業団、NPO全国要約
筆記問題研究会 関西ブロッ
ク・近畿ブロック、（社）日本速
記協会、京都大学 身体障害
学生相談室

一般市民、特に聴覚障害者
とボランティア

67

学術メディアセンターシンポジウム
10月、
3月

京都大学学術情報メディアセンター

3月7日（水）開催分
大学ICT 推進協議会、京都大
学情報学研究科附属情報教
育推進センター、京都大学高
等教育研究開発推進セン
ター、京都大学高等教育研究
開発推進機構

教職員、一般の方 169

生態学研究センター
生態学研究センター
一般公開

10月 京都大学生態学研究センター 一般市民、小、中、高校生 32

週末子ども博物館 4月～3月 京都大学総合博物館 小学校低学年以上

レクチャーシリーズ 4月～3月 京都大学総合博物館 小学生高学年以上

地質の日記念企画展 5月 京都大学地質学鉱物学教室共催 一般市民

京都大学総合博物館2011年特別展「花
の研究史－京都大学の植物標本」

7月～9月 京都大学総合博物館 一般市民

夏休み学習教室(体験ＥＸＰＯ) 8月
京都大学総合博物館
共催：京都府教育委員会
協力：多数

京都府教育委員会、京都市
教育委員会

プログラムにより異なる 395

展示関連事業（花の研究史） 8月 京都大学総合博物館 一般市民

日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤
形成事業セミナー

10月 京都大学総合博物館 研究参加者

京都大学総合博物館2011年秋季企画展
開館10周年記念企画展「埃及考古－ペト
リ―と濱田がエジプト資料に託した夢」

10月～12月 京都大学総合博物館 一般市民

展示関連事業
書くモノと書かれるモノの技術史

10月 京都大学総合博物館 一般市民 53

展示関連事業　　糸を紡ぐ　古代エジプト・
コプト織物のワークショップ

11月 京都大学総合博物館 21

体験！北極出地観測 11月 京都大学総合博物館 一般市民 60

特別展「インクルーシブデザインナウ２０１
１」

11月～12月 京都大学総合博物館 一般市民

公開講座 11月～12月 京都大学総合博物館
一般市民（4回の受講を条件
として募集）

展覧会をインクルーシブするワークショップ 11月 京都大学総合博物館 一般市民 10

学術情報メディアセンター

総合博物館

iPS細胞研究所
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部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

展示関連事業ディナー＆トーク 11月 京都大学総合博物館 一般市民 25

夜間開館特別展示解説 11月 京都大学総合博物館 一般市民 36

特別展　建築家ジョルジョ・ヴァザーリ生誕
500周年記念　ジョルジョ・ヴァザーリのウ
フィツィ：建築とその表現

12月～2月 京都大学総合博物館 一般市民

ナイトミュージアム 1月 京都大学総合博物館 一般市民

森里海連環学による地域循環木文化社会
創出事業

通年
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター

高知県環境研究センター、同
森林技術センター、京都府林
務課・緑の公社

地元住民等
地元企業、NPO法人等

研究者と飼育係のこだわり解説ツアー
4月、7月～8月、12

月～1月、3月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター瀬戸臨海実験所

一般 507

バックヤードツアー
4月、7月～8月、

12月～1月
、3月

京都大学フィールド科学教育研究セン
ター瀬戸臨海実験所

一般（小学生以上） 657

古座川合同調査 4月～3月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター紀伊大島実験所

春の自然観察会 4月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター上賀茂試験地

一般 30

水族館の磯採集体験 5月、6月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター瀬戸臨海実験所
共催：和歌山県教育委員会

和歌山県教育委員会 一般（小学生以上） 30

水族館の飼育体験
5月、6月、10月、12

月、2月

京都大学フィールド科学教育研究セン
ター瀬戸臨海実験所
共催：和歌山県教育委員会

和歌山県教育委員会 一般（小学生以上） 66

春の自然観察会 5月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター芦生研究林

一般 11

京都大学フィールド科学教育研究センター
・周南市連携講座

6月、9月、11月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター徳山試験地

周南市（公園花とみどり課）
みどりの案内人修了者
一般市民

75

第3回舞鶴市高等教育機関等合同PR事
業

6月
舞鶴市
共催：京都大学フィールド科学教育研究
センター舞鶴水産実験所

舞鶴市企画政策課 舞鶴市民 500

古座川シンポジウム 6月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター紀伊大島実験所・古座川流域協議
会　共催

和歌山県古座川町 一般 14

東北地域連携講座 7月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター
助成：（財）日本財団

一般 180

フィールド研公開講座 7月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター

京都府教育委員会 一般、高校生 35

京大研究林ミニ公開講座（自然観察＆草
木染め）

標茶区　7月
白糠区　7月

京都大学フィールド科学教育研究セン
ター北海道研究林

標茶町教育委員会、白糠町
教育委員会

一般市民 17

岩礁生物学習会と京大水族館見学会 7月

和歌山県農林水産部、西牟婁振興局産
業振興部
共催：京都大学フィールド科学教育研究
センター瀬戸臨海実験所

和歌山県
小学生、中学生、高校生、引
率教員

25

東北復興学生ボランティア派遣 8月、3月
京都大学
協力：京都大学フィールド科学教育研究
センター

京都大学学生、大学院生
第1回25名
第2回28名

第3回由良川地域連携講座（由良川市民
講座）

9月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター
助成：（財）日本財団

京都府 一般 90

第3回仁淀川地域連携講座 10月

仁淀川の“緑と清流”を再生する会、京都
大学フィールド科学教育研究センター
助成：（財）日本財団
後援：林野庁

高知県・仁淀川町 一般 280

フィールド科学教育研究センター
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知ろう、守ろう芦生の森シンポジウムおよび
シカ防除ネット設置作業

10月(シンポジウム)
7月、11月(ネット設

置作業)

芦生地域有害鳥獣対策協議会、京都府
南丹広域振興局
共催：京都大学フィールド研、NPO芦生自
然学校
後援：南丹市、京都モデルフォレスト協会

京都府南丹広域振興局、南
丹市

一般 80

秋の自然観察会 10月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター上賀茂試験地

一般 27

瀬戸臨海実験所「施設見学会」 10月
京都大学
協力：京都大学フィールド科学教育研究
センター瀬戸臨海実験所

大人 4

秋の自然観察会 10月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター芦生研究林

一般 16

京都大学フィールド科学教育研究センター
・周南市連携公開講座及び第14回西緑
地樹木観察会

10月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター徳山試験地

周南市（公園花とみどり課） 一般市民 21

第4回別寒辺牛川地域連携講座 11月 厚岸町、標茶町 一般 74

平成23年度京都市青少年科学センター
未来のサイエンティスト養成事業体験コー
ス

11月

京都市青少年科学センター
共催:京都大学理学研究科、京都大学
フィールド科学教育研究センター上賀茂
試験地

京都市青少年科学センター
小学4年生～中学生（京都市
内）

26

第6回エコの寺子屋 12月
NPO法人 エコロジー・カフェ、京都大学
フィールド科学教育研究センター

一般 10

しべちやｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｽｸｰﾙ第5講座 1月
主催：標茶町教育委員会社会教育課
共催：京都大学フィールド科学教育研究
センター北海道研究林

標茶町教育委員会社会教育
課

標茶町教育委員会職員
標茶町の小学４年生～中学
３年生
ボランテアとして標茶高校生

14

ナマコプロジェクト 3月～4月
フィールド科学教育研究センター舞鶴水
産実験所、舞鶴市、京都府漁業協同組
合

舞鶴市

京都大学シンポジウムシリーズ
災害と宗教と『心のケア』

7月
京都大学こころの未来研究センター
（東日本大震災関連プロジェクト～こころ
の再生に向けて～）

一般市民 129

第１０回　こころの広場 8月
京都府、京都大学こころの未来研究セン
ター

京都府 一般市民 169

こころとモノをつなぐワザの研究共同シンポ
ジウム

11月
京都府、京都大学こころの未来研究セン
ター

京都府 一般市民 135

京都大学こころの未来研究センターシンポ
ジウム

11月
京都府、京都大学こころの未来研究セン
ター（こころ観＋ワザ学＋負の感情研究
会）

京都府 研究者、学生、一般市民 77

科学研究費補助金：基盤研究（Ａ）｢心身
変容技法の比較宗教学ー心と体とモノをつ
なぐワザの総合的研究｣一般公開シンポジ
ウム

1月
京都大学こころの未来研究センター
（心身変容技法研究会）

研究者、学生、一般市民 221

宇宙ユニットセミナー 4月、7月 京都大学宇宙総合学研究ユニット 学内外研究者、学生 30

子育て中のお母さん・お父さん向け講演会
4月、7月、

1月

京都大学宇宙総合学研究ユニット
共催：JAXA宇宙教育センター　コズミック
カレッジ， 京都大学GCOEプログラム・「親
密圏と公共圏の再編成をめざすアジア拠
点」

一般市民 75

お寺で宇宙学 4月、7月、9月
お寺で宇宙学実行委員会
共催：京都大学宇宙総合学研究ユニット

一般市民 90

JAXA－京都大学 連携協力パネルディス
カッション
「宇宙時代の人間・社会・文化」

6月
宇宙航空研究開発機構
共催：京都大学宇宙総合学研究ユニット

沖縄県 研究者、一般市民 400

第5回宇宙総合学研究ユニットシンポジウ
ム「人類はなぜ宇宙へ行くのか3」

2月
京都大学宇宙総合学研究ユニット
共催：宇宙航空研究開発機構

一般市民、在学生、教職員 223

宇宙総合学研究ユニット

こころの未来研究センター
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部局名 イベントの名称 開催月 主催（共催など） 連携先自治体等の名称 参加対象者 参加者数

京都大学アフリカ地域研究資料センター
公開講座　「アフリカ研究最前線」

４月、5月、6月、7
月、9月

京都大学アフリカ地域研究資料センター ー 一般市民、在学生、教職員 158

京都大学アフリカ地域研究資料センター
公開講座　「アフリカ研究最前線」
東京公開講座

5月 京都大学アフリカ地域研究資料センター ー 一般市民、在学生、教職員 35

学際融合教育研究推進センター

ナノテクノロジーを利用した革新的材料・デ
バイス開発セミナー
～京都大学が提供する次世代ナノテク研
究環境の最前線～

2月
経済産業省近畿経済産業局、京都大学
次世代低炭素ナノデバイス創製ハブ拠点

-
企業、公的機関等の技術
者、研究開発者、企画担当
者

60

環境安全保健機構 体験授業 8月
京都大学環境安全保健機構放射性同位
元素総合センター

京都市、京都府 小学生、中学生、高校生 132

「アート、サウンド、サイエンス：ちょっとブル
ブルしませんか?」

6月

京都大学物質－細胞統合システム拠点
（iCeMS＝アイセムス）
支援：独立行政法人科学技術振興機構
の平成23年度科学コミュニケーション連
携推進事業、機関活動支援

一般市民 30

第2回京都ＳＭＩ産学公連携セミナー 9月

特定非営利活動法人 京都SMI（Smart
Materials & Innovation）
共催：京都大学物質－細胞統合システ
ム拠点（iCeMS＝アイセムス）、内閣府 最
先端・次世代研究開発支援プログラム 研
究課題「バイオ固体材料の生体ガス分子
応答による細胞機能制御」

産業界関係者 70

高校生向け実験教室「iCeMS/CiRAクラス
ルーム2011：ザ・リアル研究！まずは観察
から」

11月
共催：京都大学物質-細胞統合システム
拠点 、京都大学 iPS細胞研究所

京滋・阪神圏の教育委員会 高校生

90
(1セッション

30名で3回実
施）

世界トップレベル研究拠点プログラム
(WPI)6拠点合同シンポジウム ～ 最先端
の科学と君たちの未来 ～

11月
九州大学カーボンニュートラル・エネル
ギー国際研究所
共催：京都大学

623

「科学・技術フェスタ in 京都2011」への出
展

12月
内閣府、京都産学公連携機構（京都大
学他）等

京滋・阪神圏の教育委員会 小、中、高校生 10,000

iCeMSカフェ　究めるシリーズ 2月 京都大学物質-細胞統合システム拠点 一般市民 20

京都大学春秋講義

（春季）
4月、5月

（秋季）
10月、11月

京都大学
後援：（公財）京都大学教育研究振興財
団、京都府、京都市、宇治市

京都府、京都市、宇治市 一般市民、在学生、教職員 2,072

アフリカ地域研究資料センター

物質―細胞統合システム拠点
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クロックタワーコンサート 5月、11月 京都大学、京都市立芸術大学 京都市立芸術大学 一般市民、在学生、教職員 925

京都大学地域講演会

（愛媛講演会）
9月

（鹿児島講演会）
11月

京都大学
後援：（公益）京都大学教育研究振興財
団、
（愛媛講演会）
愛媛県教育委員会

愛媛県教育委員会 一般市民 568

京都大学市民講座 2月
京都大学
後援：（公益）京都大学教育研究振興財
団、京都府、京都市

京都府、京都市 一般市民 792

京都大学未来フォーラム
6月、7月、9月、12

月、1月

京都大学
後援：（公益）京都大学教育研究振興財
団

在学生、教職員、一般市民 1,902

東京で学ぶ　京大の知

（シリーズ３）
5月

(シリーズ４）
7月、8月

（シリーズ５）
10月

（シリーズ６）
2月

主催：京都大学
後援：朝日新聞社

一般市民 1,361

Kyoto University Academic Talk
11～1月の毎週水曜
日（祝日及び年末年

始を除く）

京都大学
FM京都

一般市民

ジュニアキャンパス 9月
京都大学
（学務部）

京都市（教育委員会）
京都市およびその近郊の中
学生 （その保護者や教師等
も参加可）

8名
（女性研究者
支援センター

担当分）

女子中高生のための関西科学塾
（独立行政法人科学技術振興機構「女子
中高生の理系進路選択支援事業）

10月

大阪大学
共催：京都大学（理学研究科・女性研究
者支援センター）他、関西圏の大学

文部科学省、大阪府、兵庫
県、京都府、奈良県、和歌山
県、滋賀県、大阪市、吹田
市、豊中市）

女子中高校生およびその同
伴者（保護者または引率教
師）

高校生38
名、中学生2
名、同伴者

14名

【新】車座フォーラムの開催－社会連携・
教育・女性支援を包括・統合した－

11月 京都大学
京都府（教育委員会）、京都
市（教育委員会）

女子高校生およびその保護
者

女子高校生
61名

保護者22名

第17回京都大学国際シンポジウム：市民
公開シンポジウム「東アジアの漢字文化振
興と漢字教育」

12月

共催：東アジア研究型大学協会
（AEARU）、財団法人日本漢字能力検定
協会、公益財団法人京都大学教育研究
振興財団

一般市民 270

京都大学アカデミックデイ 3月 京都大学
京都府教育委員会、京都市
教育委員会

一般市民、在学生、教職員 346

宇治地区事務部
京都大学宇治キャンパス公開２０１１「人を
幸せにする科学と技術―安心な暮らしを創
るサイエンス―」

10月
京都大学宇治キャンパス公開実行委員
会

一般市民、大学生、高校生、
中学生、小学生など

2,266

36 172

研究国際部

渉外部
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