
平成24年度　京都大学社会連携事業実施報告一覧

1 公開講座・講演会等 152
2 施設公開・イベント等 49
3 その他 6

合計 207

部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

1
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

8月
京都大学教育学研究科
臨床教育実践研究センター

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

99

1
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

11月
京都大学教育学研究科
臨床教育実践研究センター

一般市民 53

3
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280

1
第１回金融工学理論研究会
第２回金融工学理論研究会

第1回4月、
第2回6月

京都大学経済学研究科 在学生、教職員、実務者

1
プロジェクトセンター主催浜田宏
一イェール大学教授講演会

5月 京都大学経済学研究科 在学生、教職員、実務者

1
第5回先端ファイナンスビジネス研究会
第６回先端ファイナンスビジネス研究会
第７回先端ファイナンスビジネス研究会

第5回6月、
第6回11月、
第7回12月

京都大学経済学研究科 在学生、教職員、実務者

1 プロジェクトセンター主催特別講演 7月 京都大学経済学研究科 在学生、教職員、実務者

1
東アジア経済研究センター
設立10周年記念シンポジウム

7月 京都大学経済学研究科 一般市民、在学生、教職員 70

1 東アジア経済研究センター主催　講演会 10月 京都大学経済学研究科 在学生、教職員

1
東アジア経済研究センター主催
アジア自動車シンポジウム

11月 京都大学経済学研究科 一般市民、在学生、教職員 400

1 親子理科実験教室
4月、5月、6月、7月、
8月、10月、11月、

12月（全11回）

共催：NPO法人知的人材ネットワークあ
いんしゅたいん、京都大学理学部

小学１～6年生 462

1 NPO法人花山星空ネットワーク講演会 6月、12月

NPO法人花山星空ネットワーク、
京都大学理学研究科附属天文台
共催：京都大学宇宙総合学研究ユ
ニット
後援：京都大学総合博物館

一般市民
（小学校高学年以上）

113(6月)

88(12月)

1 七夕講演会 7月 京都大学理学研究科附属天文台 一般市民 10

1 現代数学展望 8月 京都大学理学研究科数学教室
数学教育関係者または現
代数学に興味のある高校生
以上の方

108

1 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：一般市民
実験・実習：高校1,2年生

638

1

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」
第５回　市民講座「宇宙と物質の謎に迫
る」

10月

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」
共催：最先端科学の体験型学習講座
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

京都府、京都市 一般市民、在学生、教職員 262

教育学研究科

経済学研究科
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部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

1
京都大学理学部九州講演会
「ノーベル賞の源へ」

10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、小・中・高教員 約300

1
第7回女子中高生のための関西科学塾
京都会場

10月

奈良女子大学
共催：大阪大学男女共同参画推進オ
フィス／京都大学女性研究者支援セ
ンター／神戸大学男女共同参画推進
室／大阪府立大学／資生堂／京都大
学理学研究科／日本物理学会／奈良
女子大学女性研究者共助支援事業本
部／まほろば・けいはんな科学ネット
ワーク／けいはんな女性研究者ネット
ワーク／奈良先端科学技術大学院大
学男女共同参画室
協力：男女共同参画学協会連絡会／
日本分子生物学会／日本遺伝学会／
大阪大学21世紀懐徳堂／日本鉄鋼
協会／日本金属学会

文部科学省、大阪府、兵
庫県、京都府、奈良県、和
歌山県、滋賀県の各教育
委員会

女子高校生 157

1
京都物理グランプリ
1stステージ京都物理コンテスト2012

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 83

1
第51回玉城嘉十郎教授記念公開学術
講演会

11月
共催：京都大学理学部、
（財）湯川記念財団

学部生、大学院生、教員、
一般市民

約160

1
京都物理グランプリ
2ndステージ　物理チャレンジ道場

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 24

2月 京丹後市教育委員会 42

2月 与謝野町教育委員会 37

2月 伊根町教育委員会 16

2月 宮津市教育委員会 20

1 数学の森 in Kyoto 3月
京都大学理学研究科
協力：京都大学数理解析研究所

高校1、2年生で所属校の
推薦を受けたもの

180

2 「地質の日」記念企画展 5月
京都大学理学研究科地質学鉱物学教
室、京都大学総合博物館

どなたでも（博物館来館者） 約350

2 飛騨天文台一般公開 8月
京都大学理学研究科附属天文台、
NPO法人花山星空ネットワーク
後援：高山市

高山市 一般市民 140

京都大学理学部・理学研究科 約1,100

共催：京都大学理学部・理学研究科、
ジングルウィーク実行委員会

約1,500

2
古生物学研究室・博物館バックヤード潜
入

10月
京都大学理学研究科
地質学鉱物学教室

高校生 40

2 堆積学実験室見学 10月
京都大学理学研究科
地質学鉱物学教室

小学生、中学生 48

2 花山天文台一般公開 10月

京都大学理学研究科附属天文台、
NPO法人花山星空ネットワーク
後援：京都府教育委員会、京都市教
育委員会

京都府教育委員会、京都
市教育委員会

一般市民 340

おもしろ科学体験 京都大学、京都府教育委員会 小学４～6年生、中学生

理学研究科

9月、12月
京都市、京都市教育委員
会、京都府教育委員会

一般市民

1

2 ウォークインサイエンス
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部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

2
火山研究センター文化財登録記念記念
講演・施設一般公開

10月

京都大学理学研究科火山研究セン
ター
（記念講演のみ）
共催：熊本県南阿蘇村教育委員会

熊本県南阿蘇村教育委員
会

一般市民 460

2
京都物理グランプリ
2012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 30

医学研究科 1
第25回(2012年）京都大学大学院医学
研究科人間健康科学系専攻
健康科学市民公開講座

11月 京都大学 一般市民 90

2 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

3 がん相談支援室
平日（休診日を除く）
第2水曜日（交流会）

京都大学医学部附属病院
京大病院に通院・入院中の
がん患者またはその家族

１日当たり
相談5～20

1回あたり
10～15（交

流会）

1 工学部公開講座 7月 京都大学工学部 一般市民 130

2 竹の環プロジェクト
秋編10月、（春編4月
は、 雨天により中止）

京都大学工学部

（公社）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

一般市民（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

200

1
2012年度(第76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～8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

50

1
2012年市内5大学リレー市民講座
（夏休み子ども大学）

8月
京都大学農学研究科附属農場
後援：高槻市政策財政部政策推進室

高槻市政策財政部政策推
進室

小学４～６年生
（保護者同伴）

16

1
けやきの森市民大学講座
－京都大学農場講座－

8月
京都大学農学研究科附属農場
後援：高槻市市民生活部文化スポー
ツ振興課

高槻市市民生活部文化ス
ポーツ振興課

中学生以上 50

1
京都大学大学院農学研究科附属農場
第１６回公開講座『農と環境』

11月 京都大学農学研究科附属農場 一般市民、高校生 46

1

2012年度(第76回)京都大学　食と農の
マネジメントセミナー  臨時クラス　双方
向で密なリスクコミュニケーションの考え
方と模擬演習

11月
京都大学農学研究科
生物資源経済学専攻

消費者庁

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

18

1
2012年度(第76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

11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

50

1

2012年度（第76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

15

2 京大農場オープンファーム2012 11月 京都大学農学研究科附属農場 一般市民 972

人間・環境学研究科 1
平成２４年度大学院人間・環境学研究
科公開講座

3月 京都大学人間・環境学研究科 一般市民 68

医学部附属病院

工学研究科

農学研究科
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部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

エネルギー科学研究科 1 公開講座 11月 京都大学エネルギー科学研究科 一般市民、学生、教職員 50

アジア・アフリカ地域研究研究科1
京大アジア・アフリカセミナー　「東南アジ
アの社会と文化」

11月

ＮＰＯ法人関西社会人大学院連合
共催：京都大学アジア・アフリカ地域研
究研究科

ＮＰＯ法人関西社会人大学
院連合

一般市民 90

情報学研究科 1 公開講座 8月 京都大学情報学研究科 一般市民、在学生、教職員 200

生命科学研究科 1 生命科学シンポジウム 7月 京都大学生命科学研究科 一般市民、学生、教職員等 254

1
京都とユネスコ-学びと文化遺産のパート
ナーシップ

11月

文部科学省博士課程教育リーディング
プログラム「京都大学大学院思修館」、
「グローバル生存学大学院連携プログ
ラム」

一般市民、在学生、教職員 300

1

The　First　GLOBAL COLLABORATION
SYMPOSIUM　on Human Survivability「全
地球的課題とグローバルリーダーの教
育・育成」

3月
文部科学省博士課程教育リーディング
プログラム（オールラウンド型）「京都大
学大学院思修館」

グローバルリーダーに関心が
ある学生・グローバル人材の
教育・育成に取り組んでおら
れる大学教職員の方・グ
ローバル展開において人材
育成を担っておられる企業・
機関の方

156

1 地球環境フォーラム 7月、12月、2月

京都大学地球環境学堂
共催：京都大学グローバルCOEプログラ
ム｢アジア・京都大学メガシティの人間
安全保障工学拠点、京都大学森里海
連環学教育ユニット

一般市民、在学生、教職員 507

1 はんなり京都嶋臺 7月、12月、3月 京都大学地球環境学堂 一般市民、在学生、教職員 172

公共政策大学院 1
第４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

約80

1
経営管理大学院・
（株）国際協力銀行合同セミナー

6月、12月、3月

第１回
京都大学経営管理大学院、
（株）国際協力銀行

第２回
京都大学経営管理大学院、（株）国際
協力銀行
共催：関西経済連合会、大阪商工会
議所、在神戸・大阪インド総領事館
後援：（一財）海外投融資情報財団

第３回
京都大学経営管理大学院、（株）国際
協力銀行
後援：（一財）海外投融資情報財団

関西経済連合会、大阪商
工会議所

一般市民、ビジネスマン
第１回：200
第２回：-
第３回：120

1 共同主催セミナー 9月
（株）国際協力銀行、京都大学経営管
理大学院、（一財）海外投融資情報財
団

一般市民、ビジネスマン 200

1
シンポジウム「グローバルビジネス人材育
成を考える」

11月 京都大学経営管理大学院 一般市民、学生 150

1

第5回サービス・イノベーション国際シン
ポジウム
「日本型クリエイティブ・サービスの探究
－ いかにして日本のユニークさを世界に
アピールするか －」

11月 京都大学経営管理大学院 一般市民、学生 230

1
日仏シンポジウム
低炭素社会の実現に向けた交通分野の
挑戦

12月

京都大学低炭素都市圏政策ユニット、
京都大学経営管理研究部、French
Instisute of Scince and Technology
for Transport,
Development and Networks
共催：京都大学工学研究科都市社会
工学専攻、京都大学工学研究科社会
基盤工学専攻

一般市民、学生

1
シンポジウム「アジア新潮流　グローバル
リーダーの条件」

 1月

京都大学経営管理大学院、
日本経済新聞社
後援：（株）国際協力銀行、
グローバルビジネス学会

一般市民、学生 300

経営管理大学院

総合生存学館

地球環境学堂
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部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

1
「高校生のための化学」
～先端高度研究の一端を学ぶ～

7月
京都大学化学研究所
協賛：（社） 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 60

1 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 160

1
公開講演会
「フランス革命期における＜opinion
publique＞概念の動揺 」

4月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 24

1
公開講演会
「市田良彦著（平凡社新書）『革命論』マ
ルチチュードの政治哲学序説をめぐって」

4月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 70

1

人文研アカデミー
連続セミナー
「20世紀前半東アジアにおける人の移
動」

5月、6月 京都大学人文科学研究所 一般市民 253

1

人文研アカデミー
特別講演会
「1893年シカゴ万国宗教会議と日本仏
教」

5月 京都大学人文科学研究所 一般市民 50

1
国際ワークショップ
「グローバル化するセックスワーク―オー
ストラリア×韓国×台湾×日本」

5月

京都大学人文科学研究所人文学国際
研究センター
協力：SWASH（Sex Work And Sexual
Health）

一般市民、在学生 120

1 KYOTO LECTURES 6月、7月、3月
京都大学人文科学研究所人文学国際
研究センター、イタリア国立東方学研究
所、フランス国立極東学院

研究者、一般市民 250

1
人文研アカデミー
ゴールデン・エイジ・アカデミー
「言語からみたアジアの社会」

6月
京都大学人文科学研究所、京都市生
涯学習総合センター（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター（京都アスニー）

一般市民 2,400

1
国際ワークショップ「東アジア世界の「知」
の伝統時科学と思想、宗敎のあいだ」

6月
京都大学人文科学研究所、ソウル大
学科学史研究室、奎章閣韓国学研究
院

研究者 62

1
国際シンポジウム
「精神病理からみる現代—うつ、ひきこも
り、PTSD、発達障害」

6月 京都大学人文科学研究所 一般市民 114

1

公開研究会
「脳科学に何を求めるべきか～研究の倫
理と、科学と社会の関係について考える
―『精神を切る手術』岩波書店、
2012/5より―」

7月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 50

1
人文研アカデミー
夏期公開講座「名作再読－鉄道－」

7月 京都大学人文科学研究所 一般市民 70

1
国際シンポジウム
「敦煌寫本と日本古寫本」

7月 京都大学人文科学研究所 研究者 39

1
国際シンポジウム
「戦時期朝鮮の映画と社会」

7月 京都大学人文科学研究所 研究者、一般市民 144

1

人文研アカデミー
文化講座
「なぜ、今、孔子なのか－混沌の世に
「正しい生き方」を問う」

9月、10月
京都大学人文科学研究所、名古屋朝
日カルチャーセンター
協力：名古屋外国語大学

一般市民 180

1

人文研アカデミー
連続セミナー
「交錯するアジア－前近代ユーラシアに
おける文化交流の諸相」

9月、10月 京都大学人文科学研究所 一般市民 195

1

国際シンポジウム
「Early Modern Japan in European
Archives（ヨーロッパ文書館から描く近世
日本）」

9月
京都大学人文科学研究所
共催：イタリア東方学研究所、フランス
国立極東学院

研究者、
ポスドク・大学院学生

46

化学研究所
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部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

1
公開講演会「ジャック・ラカンと精神分析
家の育成の現在 根本的な問い」

10月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 60

1

アートフォーラム＆企画展「Crossing
Boundaries in Art―境界を越えてみた
ら」
若手研究者ワークショップ「Crossing
Boundaries in History」

10月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 34

1
公開講演会
「フランス革命における暴力と恐怖」

10月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 24

1
人文研アカデミー文学カフェ
公開句会「東京マッハ」番外篇　「京大
マッハ　第二芸術の逆襲」

11月 京都大学人文科学研究所 一般市民 140

1
第２回在台湾日本語関係資料ワーク
ショップ「在台湾日本語歴史資料の保存
と利用」

11月
京都大学人文科学研究所、人間文化
研究機構

研究者、在学生 60

1
国際シンポジウム「人種神話を解体す
る」Dismantling the Race Myth

12月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 350

1
国際シンポジウム「古代・中世インドにお
ける潔斎、入門・入信、即位の諸儀礼」

12月 京都大学人文科学研究所 研究者 48

1
公開講演会「ルソー的形象の残存時
ジャン・ドブリによる公論・習俗・ 監察論
―1794年9月23日の演説をめぐって―」

1月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 26

1

成均館大学校東アジア研究院・京都大
学人文科学研究所・東京大学東洋文化
研究所合同シンポジウム「東アジアの「記
憶」」

1月
成均館大学校東アジア研究院、京都
大学人文科学研究所、東京大学東洋
文化研究所

研究者、ポスドク、
大学院学生

42

1 術数学国際シンポジウム2013 2月
京都大学人文科学研究所
共催：北海道大学文学研究科

研究者 51

1
若手研究者ワークショップ「Crossing
Boundaries Art and History II」

2月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 11

1

公開講演会「トゥルファン出土のキリスト
教ソグド語写本に関する最近の研究につ
いて/北部アフガニスタン出土バクトリア
語文書の書体と年代判定」

3月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生 50

1
東アジア数学史国際ワークショップ(第Ⅱ
期第2回)＆科学史国際シンポジウム
2013

3月
東アジア数学史国際研究集会組織委
員会
共催：京都大学人文科学研究所

研究者 54

1
公開講演会「イコン、焼香、弘法大師―
19世紀英国における日本仏教のイメー
ジ―」

3月 京都大学人文科学研究所 研究者、一般市民 30

1
若手研究者ワークショップ「Crossing
Boundaries Art and History III」

3月 京都大学人文科学研究所 研究者、在学生、一般市民 40

1
TOKYO漢籍SEMINAR
「清華の三巨頭―新しい中国学の始ま
り」

3月 京都大学人文科学研究所 研究者、一般市民 151

1
京都大学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 80

再生医科学研究所 1
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７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 190

人文科学研究所
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エネルギー理工学研究所 1 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 165

生存圏研究所 1 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 156

1
防災研究所公開講座「巨大災害にどう
立ち向かうか―東の復興・西の備え―」

9月 京都大学防災研究所
一般市民、学生、
防災関係者

168

1 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）防災研究協会

防災研究関係者、
学生、一般市民

350

1
京都大学・大和郡山市共催学術シンポ
ジウム「古事記と宇宙」

11月
京都大学、大和郡山市
協力：京都大学宇宙総合学研究ユ
ニット

大和郡山市 一般市民 500

1 市民講演会「宇宙を探る」 3月 一般市民 65

1 京都大学ウイルス研究所学術講演会 7月 京都大学ウイルス研究所 在学生、教職員、一般市民 140

2 京都大学ウイルス研究所見学会 4月 京都大学ウイルス研究所 高校生、大学生、一般市民 35

1

京都大学経済研究所先端政策分析研
究センター　国際シンポジウム
『再生可能エネルギーが開く未来
－欧州の経験と日本の挑戦－』

5月
京都大学経済研究所先端政策分析研
究センター（CAPS）、（公財）法人ＫＩＥＲ
経済研究財団

一般市民 211

1
公開シンポジウム
『人材育成と現代の教育』

9月

共催：京都大学経済研究所、京都大
学統合複雑系科学国際研究ユニット、
国際教育学会特別推進研究「経済危
機と社会インフラの複雑系分析」

一般市民 61

1
サンタフェ・京都／シンポジウム
『統合複雑系科学への招待』

10月

京都大学学際融合教育研究推進セン
ター　統合複雑系科学国際研究ユニッ
ト
共催：京都大学経済研究所

一般市民、学生 47

1
京都大学経済研究所創立50周年記念
事業　50周年記念講演会『日本とアジア
の経済力』

11月

京都大学経済研究所
共催：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

一般市民 110

1

京都大学経済研究所創立50周年記念
事業／（公財）KIER経済研究財団創立
記念事業
記念講演会
『経済学のフロンティアと日本経済の行
方』

11月 京都大学経済研究所 一般市民 89

1
ＣＡＰＳ公開セミナー『政策研究の最前
線』

1月、2月
京都大学経済研究所先端政策分析研
究センター（ＣＡＰＳ）

一般市民 188

1

京都大学経済研究所
ＣＡＰＳ公開セミナー
『ソーシャル・イノベーション　－被災地復
興キーパーソンの集い－』

3月
京都大学経済研究所先端政策分析研
究センター

一般市民 90

数理解析研究所 1 数学入門公開講座 7月～8月 京都大学数理解析研究所 京都府 一般市民 312

1 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 36

1 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） 52

経済研究所

原子炉実験所

防災研究所

基礎物理学研究所

ウイルス研究所
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部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

2 一般公開 4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 665

2 学術公開
5月、6月、7月、8月、
9月、10月、11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 997

1 犬山公開講座 7月 京都大学霊長類研究所 一般市民 46

1 東京公開講座 9月 京都大学霊長類研究所 一般市民 168

2 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）

74

1 CiRAカフェFIRST
4月、5月、7月、8月、
9月、10月、12月、

1月、2月、3月
京都大学iPS細胞研究所 一般市民

１回につき
約30名

1 iCeMS/CiRAクラスルーム 11月 京都大学 高校生 87

1 CiRA一般の方対象シンポジウム 1月
京都大学iPS細胞研究所、文部科学省
再生医療の実現化プロジェクト(第二期)

一般市民 780

2 CiRA見学会
4月、5月、7月、
8月、9月、10月、

12月、2月
京都大学iPS細胞研究所 一般市民

1回につき
数名～35

名

1 学術情報メディアセンターセミナー

4月、5月、6月、7月、
9月、10月、11月、
12月、1月、3月

（全17回）

京都大学学術情報メディアセンター 学生、教職員、一般市民 703

1

学術情報メディアセンターシンポジウム
（2012年度は、「学術情報メディアセン
ター創立10周年記念シンポジウム」とし
て開催）

10月 京都大学学術情報メディアセンター
学生、教職員、他大学関係
者、一般市民

153

1
『聴覚障害者のための字幕付与技術』
シンポジウム2013

3月

京都大学学術情報メディアセンター、
科学技術推進機構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、（公財）京都
新聞社会福祉事業団、
NPO全国要約筆記問題研
究会、（公社）日本速記協
会、京都大学障害学生支
援室

一般市民、特に聴覚障害
者とボランティア

103

放射線生物研究センター 1 京都大学品川セミナー 2月 京都大学 一般市民 64

生態学研究センター 2
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 64

1 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

1 レクチャーシリーズ
4月、5月、6月、7月、
9月、10月、11月、

12月、1月、2月、3月
京都大学総合博物館 小学生高学年以上 514

1 講演会 5月
京都大学総合博物館、京都大学理学
研究科附属天文台

京都府教育委員会、京都
市教育委員会

500

1
七夕講演会：１３７億光年の彼方へ
４次元シアター：4D映像の宇宙へご案内

7月
NPO花山星空ネットワーク、京都大学
理学研究科附属天文台、京都大学総
合博物館

一般市民 25

霊長類研究所

iPS細胞研究所

学術情報メディアセンター

8/13



部局名
事業
形態 事業名 開催月 主催（共催など） 自治体等の名称 参加対象者 参加人数

1

京都大学と京都府教育委員会連携事
業
小学校教員理科研修「理科の楽しさを
伝えられる先生に」

7月 京都府教育委員会、京都大学 京都府教育委員会 小学校教諭

1 夏休み学習教室(体験ＥＸＰＯ) 8月 京都大学総合博物館
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 504

1 第４回、第5回、第6回　アストロトーク 8月、11月、1月
NPO花山星空ネットワーク、京都大学
理学研究科附属天文台、京都大学総
合博物館

一般市民 75

1
APRUシンポジウム：Forming a University
Museum Collection Network as the
Core of Frontier Research

9月 APRU事務局、京都大学 一般市民

1

サンタ・フェ/京都ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・特別レク
チャ-
過去の文明・今日の文化の課題　マヤ
文明とモンゴルを例として

10月

京都大学統合複雑系科学国際研究ユ
ニット、京都大学総合博物館、総合地
球環境学研究所
後援：:京都大学経済研究所

一般市民

1 クニマス講演会 11月
京都大学総合博物館、山梨県立博物
館

山梨県、仙北市、富士河
口湖町

一般市民 80

1 講演会「マリア十五玄義図」は語る: 1月
京都大学総合博物館
共催：国立歴史民俗博物館

茨木市、茨木市教育委員
会

一般市民 105

1
ワークショップ
高精細デジタル化技術、あなたなら何に
使う

2月 京都大学総合博物館、PESTI事務局 一般市民 10

1
シンポジウム「Cool Japaneseから生まれ
る未来の社会へ向けて」

3月
京都大学人間・環境学研究科、京都
大学学術情報メディアセンター、京都
大学総合博物館

一般市民 70

1
福島県高校生
京・絆プロジェクト

3月 京都大学、京都府教育委員会 京都府教育委員会 福島県高校生 22

1
国際シンポジウム「文化財の保存と科学
技術」 3月

京都大学総合博物館、奈良文化財研
究所、京都大学人間・環境学研究科

一般市民 200

2
特別展「京大日食展　コロナ百万度を超
えて」

4月～5月
京都大学総合博物館、京都大学理学
研究科附属天文台

京都府教育委員会、京都
市教育委員会

一般市民 6,434

2
４次元デジタル宇宙シアター
～3D宇宙をナビゲーターと共に旅しませ
んか？～

4月、5月 京都大学総合博物館 一般市民 2,600

2 金環日食観察会 5月
京都大学総合博物館、京都大学理学
研究科附属天文台

京都府教育委員会、京都
市教育委員会

約8,000

2
企画展
　「陸上脊椎動物の多様性と進化
－京都大学の挑戦」

6月～10月 京都大学総合博物館 一般市民 18,581

2 ミニレクチャーand展示ガイド 6月、7月、8月 京都大学総合博物館 188

2
縄文人が伐った木、現代技術が残した
木

6月～7月 京都大学総合博物館 一般市民

2
夏休み企画
来て、見て、触って。京大の海棲哺乳類
研究展

8月 京都大学総合博物館 一般市民

総合博物館
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部局名
事業
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2

特別展　京都・大学ミュージアム連携企
画
大学は宝箱！京の大学ミュージアム収
蔵品展

10月～11月

企画：京都・大学ミュージアム連携実
行委員会
共催：京都・大学ミュージアム連携参
加校

一般市民 9,155

2
特別展
　「クニマスと共に-過去から未来へ-」

10月～12月
京都大学総合博物館、山梨県立博物
館

山梨県、仙北市、富士河
口湖町

一般市民 6,876

2
特別展
「マリア十五玄義図の探究」

1月～2月
京都大学総合博物館
共催：国立歴史民俗博物館

茨木市、茨木市教育委員
会

一般市民 5,278

2
特別展「ウフィツィ・ヴァーチャル・ミュー
ジアム」

1月～3月
イタリア文化会館－大阪、京都大学人
間・環境学研究科、京都大学総合博
物館

京都府、京都市、京都府
教育委員会、京都市教育
委員会

一般市民 17,179

2 展示ガイド 1月～3月 京都大学総合博物館 一般市民

2 特別企画「対話型ギャラリー・トーク」 2月、3月
京都造形芸術大学アート・コミュニケー
ション研究センター、京都大学総合博
物館

一般市民 40

2 麗水万博映像作品「四神旗」 2月～3月
京都大学人間・環境学研究科、京都
大学学術情報メディアセンター、京都
大学総合博物館

一般市民

2 フルートコンサート 3月 ミュゼップ、京都大学総合博物館 一般市民

低温物質科学研究センター 1
第１１回低温物質科学研究センター講
演会・研究交流会

3月 京都大学低温物質科学研究センター
一般市民、教職員、学部
生、大学院生など

70

1
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
共催：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）

周南市（公園花とみどり課） 一般市民
6月 23、
9月 16、
11月 12

1 由良川市民講座 7月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター、京都府
助成：（財）日本財団

京都府 一般市民 220

1

NPO法人エコロジー・カフェ関西事務所
第4回シンポジウム
「祇園祭とくらしの関係って？－伝統行
事・文化を環境問題という視点から考え
る－」

7月

NPO法人エコロジー・カフェ関西事務
所、京都大学フィールド科学教育研究
センター
後援：京都府、京都市、京都府教育委
員会 、（財）祇園祭山鉾連合会、KBS
京都

京都府、京都市、京都府
教育委員会

一般市民 114

1
フィールド研公開講座「今、森から考える
－森を伐る－」

7月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター

一般市民
一般参加
者 32、高
校生枠 5

1
大学の森で学ぼう2012
「ひらめき☆ときめき サイエンス」（自然
観察＆草木染め）

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
後援：日本学術振興会、標茶町教育
委員会

日本学術振興会
標茶町教育委員会

小学5・6年生、中学生
小学5･6年
生・中学生

8

1

周南市・京都大学フィールド科学教育研
究センター連携協定締結記念公開講座
“森・里・海がつながる未来”－周南市で
学ぶ京大の知－

10月
共催：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）

周南市（公園花とみどり課） 一般市民 55

1
2012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　秋冬
コース

11月
共催：京都市青少年科学センター、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
京都市内在住又は市内の
学校に通学する小学5年生
～中学3年生の児童・生徒

22

1
フィールド研10周年記念プレシンポジウ
ム「流域研究と森里海連環学」

12月
京都大学フィールド科学教育研究セン
ター

一般市民 210

1 しべちやｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｽｸｰﾙ第5講座 1月
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

小中高校
生 16
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2 研究者と飼育係のこだわり解説ツアー
4月、7月～9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

一般市民 464

2 バックヤードツアー
4月、7月～9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

一般市民（小学生以上） 563

2 水族館の磯採集体験 4月、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  一般市民（小学生以上） 47

2 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

一般市民 19

2 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

一般市民 21

2 大水槽エサやり体験 7月～9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

一般市民（小学生以上） 275

2 海の生き物何でも相談会 7月、8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

46

2
京大研究林ミニ公開講座（自然観察＆
草木染め）「京大ウィークス」

10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
後援：白糠町教育委員会

白糠町教育委員会 一般市民 10

2 水族館の飼育体験 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  一般市民（小学生以上） 38

2 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

一般市民 22

2
第4回舞鶴市高等教育機関等合同PR
事業

10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 1,135

2 秋の自然観察会 11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

一般市民 21

3 東北復興支援学生ボランティア派遣
夏休み(9月)
春休み(3月)

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

夏休み(学
生20、教
員・研究員
3、事務職
員2)
春休み(学
生28、教員
2、事務職
員2、技術
職員1)

3
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

3 古座川合同調査 毎月実施
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

1 第11回　こころの広場 8月
共催：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 161

1 こころを整えるフォーラム 10月
共催：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 107

こころの未来研究センター

フィールド科学教育研究センター
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1
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
共催：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 105

1 こころを整えるフォーラム 2月
共催：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 375

大学文書館 2 企画展（テーマ展）
第15回11月～1月
第16回1月～3月

京都大学大学文書館 一般市民、学生、教職員 15,000

1
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

一般市民、在学生、教職員 221

1

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
「アフリカにおける地球環境問題と地域住
民」

6月
京都大学アフリカ地域研究資料セン
ター

一般市民、在学生、教職員 30

女性研究者支援センター 1
女子高生・車座フォーラム2012
－京都大学を知ろう、研究者と語ろう－

12月 京都大学女性研究者支援センター
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、

保護者22

1
GRENE　2012年度夏期集中講義
「創エネデバイス（圧電）コース」

9月

京都大学次世代低炭素ナノデバイス創
製ハブ拠点
共催：神奈川科学技術アカデミー（KAS
Ｔ）

在学生（大学院生）、企業・
大学等の技術者・研究開発
者

34
（KASＴでの
参加者を含

まず）

1
GRENE　2012年度夏期集中講義
「創エネデバイス（圧電）コース」
実習セミナー

9月
京都大学次世代低炭素ナノデバイス創
製ハブ拠点

在学生（大学院生）、企業・
大学等の技術者・研究開発
者

4

1
GRENE　2012年度夏期集中講義
「フォトニックコース」

9月

京都大学次世代低炭素ナノデバイス創
製ハブ拠点
共催：神奈川科学技術アカデミー（KAS
Ｔ）

在学生（大学院生）、企業・
大学等の技術者・研究開発
者

31
（KASTでの
参加者を含

まず）

1 体験授業 8月
京都大学放射性同位元素総合セン
ター

京都府、京都市 小学生、中学生、高校生 49

2

堆肥もグリーンカーテンも、自分たちで育
てよう！
～「循環＆省エネ」地域協働プロジェクト
～

10月、1月 京都大学環境科学センター 京都市 一般市民 30

1 iCeMS/CiRAクラスルーム 11月
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

高校生
午前40
午後39

1 iCeMSカフェ 12月
京都大学物質－細胞統合システム拠
点

一般市民 24

1 東京で学ぶ　京大の知

(シリーズ７)5月、6月
(シリーズ８)7月、8月
(シリーズ９）11月、12月
(シリーズ１０）2月、3月

京都大学 朝日新聞社 一般市民 1,529

1 京都大学未来フォーラム 7月、9月、12月
京都大学
後援：（公財）京都大学教育研究振興
財団

在学生、教職員、一般市民 1,171

1 京都大学春秋講義
（春季）4月、5月

（秋季）9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

京都府、京都市 一般市民、在学生、教職員 2,214

1 京都大学地域講演会
（岡山講演会）9月

（沖縄講演会）12月

京都大学
後援：
（岡山講演会）
（公財）京都大学教育研究振興財団、
岡山県教育委員会
（沖縄講演会）
（公財）京都大学教育研究振興財団、
沖縄県教育委員会

岡山県教育委員会、沖縄
県教育委員会

一般市民 556

2 クロックタワーコンサート 5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 330

環境安全保健機構

アフリカ地域研究資料センター

学際融合教育研究推進センター

物質―細胞統合システム拠点

渉外部
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3 Kyoto University Academic Talk 4月～3月 京都大学、エフエム京都 一般市民

1
第19回京都大学国際シンポジウム
ー東日本大震災の健康リスクを考える－

7月

京都大学
共催：ハーバード大学
協賛：京都大学環境衛生工学研究会
後援：（公財）京都大学教育研究振興
財団、（公財）関西エネルギー・リサイク
ル科学研究振興財団

- 一般市民 327

2 京都大学アカデミックデイ 9月 京都大学

京都府教育委員会
京都市教育委員会
大阪府教育委員会
大阪市教育委員会

一般市民、在学生、教職員 531

宇治地区事務部 2
京都大学宇治キャンパス公開２０１２
「知る喜び 考える楽しさ
―のぞいてみよう科学の世界―」

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

2,824

207

研究国際部
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