
平成25年度　京都大学社会連携事業実施報告一覧

事業形態

1 公開講座・講演会等 190
2 施設公開・イベント等 27
3 その他 12

合計 229

部局名
事業
形態

事業名 開催月
開催
回数

主催・
共催

連携機関・自治体等 参加対象者 参加数

1
教育実践コラボレーション・センター共催
『野童いなか塾：自然観察会』

6月 1 共催

主催：野殿童仙房生涯学習推進委員会

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

協力：NPO京都自然観察指導員連絡会

一般市民、学生、教職員 30

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 1 主催
主催：京都大学教育学研究科附属臨床教育実践研
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

94

1
教育実践コラボレーション・センター共催
『風と雲の広場』

8月 1 共催

主催：野殿童仙房生涯学習推進委員会

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

協力：NPO京都自然観察指導員連絡会法人京都舞
台芸術協会

一般市民、学生、教職員 45

1
教育実践コラボレーション・センター主催
『E.FORUM全国スクールリーダー育成研
修』

8月、3月 2 主催
主催：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

教員、指導主事、学校管理職、京大
生など

115

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

10月 1 主催
主催：京都大学教育学研究科附属臨床教育実践研
究センター

一般市民 63

1
教育実践コラボレーション・センター主催
『E.FORUM教育研究セミナー』

12月 1 主催
主催：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

大学教員、教育委員会関係者、小中
高教員、一般の方、学生

100

1
教育実践コラボレーション・センター共催
『童仙房セミナー』

3月 1 主催

主催：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
　
共催：野殿童仙房生涯学習推進委員会

一般市民、学生、教職員 30

1
教育実践コラボレーション・センター主催
『IPE研究会公開ワークショップ2014in京
都大学』

3月 1 主催
主催：関西IPE研究会、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、京都大学総合博物
館

一般の職業を持つ方、専門職者 18

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 4203 主催
主催：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290

3

教育学研究科附属臨床教育実践研究
センターこころの支援室　東日本大震災
被災者支援プログラム　花山天文台ツ
アー

5月 1 主催

主催：京都大学教育学研究科附属臨床教育実践研
究センターこころの支援室

協力：京都大学大学院理学研究科

東日本大震災に関連して関西に避
難・移住している家族

21

3 京都子どものこころのケアチーム 6月～3月 12 共催

主催：京都大学教育学研究科附属臨床教育実践研
究センター、京都大学医学部附属病院精神科神経
科、京都府立医科大学付属病院精神科、京都府立
洛南病院、京都府精神保健福祉総合センター、いわ
くら病院

東日本大震災で被災した児童・保護
者および教職員・スクールカウンセ
ラー等の支援者

3
教育学研究附属臨床教育実践研究セン
ターこころの支援室　東日本大震災被災
者支援プログラム　博物館ツアー

9月 1 共催

主催：京都大学教育学研究科附属臨床教育実践研
究センターこころの支援室

共催：京都大学総合博物館

東日本大震災に関連して関西に避
難・移住している家族

15

3
教育学研究科附属臨床教育実践研究
センターこころの支援室　東日本大震災
被災者支援プログラム　虹を探そう

1月 1 主催
主催：京都大学教育学研究科附属臨床教育実践研
究センターこころの支援室

東日本大震災に関連して関西に避
難・移住している家族

13

経済学研究科 1
京都大学経済学研究科付属プロジェクト
センター・第７回行動経済学会大会共催
一般公開シンポジウム

12月 1 主催

主催：京都大学経済学研究科附属プロジェクトセン
ター

共催：行動経済学会

学生・一般 200

1

花山天体観望会
第４１回「月と木星」
第４２回「土星と月」
第４３回「土星と夏の星座」
第４４回「星雲」
第４５回「太陽」
第４６回「木星」

4月、5月、7月、
8月、11月、
3月

6 主催
主催：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

一般市民（小学校高学年以上） 延べ約540

教育学研究科



1 親子理科実験教室
5月、6月、7月、
8月、10月、11
月

10 共催
主催：NPO法人知的人材ネットワークあいんしゅたいん

共催：京都大学理学部
小学１～6年生 49

1 小断層解析フィールドキャンプ 5月 1 主催 主催：京都大学 地質学を専攻する学生および研究者 10

1 第8回女子中高生のための関西科学塾
6月、9月、10
月、11月、3月

6 主催

主催：京都大学理学部・理学研究科

共催：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、大阪大学男女共同参画推進
オフィス、奈良女子大学男女共同参画推進機構、大
阪府立大学、NPO法人花山星空ネットワーク、株式会
社資生堂、日本物理学会

後援：文部科学省、愛知県、滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県各教育委員会

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、日本鉄鋼協会、日本金属学
会

女子中高校生 642

1 ローレンツ祭 6月 1 主催
主催：京都大学理学研究科物理学・宇宙物理学専
攻物理学第二教室

大学生(他大学を含む) 約250

1
NPOI法人花山星空ネットワーク講演会
第11回、第12回

6月、12月 2 主催

主催：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

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） 約200

1
科学屋台「ゼストのイベントで夏休みに学
習をしよう！」

8月 1 共催
主催：京都科学屋台ネットワーク

共催：京都大学理学研究科
一般市民（子ども） 約300

1 現代数学展望 8月 2 主催 主催：京都大学
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

97

1 飛騨天文台一般公開 8月 1 主催

主催：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

一般市民 140

1 飛騨地域天体観望会 8月 1 主催

主催：岐阜県高山市大八社会教育運営委員会、岐
阜県高山市上宝社会教育運営委員会、京都大学理
学研究科附属天文台

共催：岐阜県高山市（大八校区、上宝校区）

一般市民 85

1 最先端科学の体験型学習講座 9月～2月 19 主催

主催：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

後援：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

先端科学の講演会：高校1，2年生
講演(6回）：一般
実験・実習(12回）：高校1,2年生

参加総数延
べ841

1 花山天文台一般公開 9月 1 主催

主催：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

共催：京都市

後援：京都府教育委員会、京都市教育委員会

一般市民
0(台風のため

中止)

1 花山天文台特別公開ウィーク 9月 4 主催

主催：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

共催：京都市

後援：京都府教育委員会、京都市教育委員会

一般市民 延べ約260

1 京都市小学校花山天文台見学会 9月 8 主催

主催：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

共催：京都市

後援：京都府教育委員会、京都市教育委員会

京都市の小学校 約600

1 野外コンサート 9月 1 主催

主催：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：京都市、京都大学宇宙総合学研究ユニット、
京都大学総合博物館、財団法人宇宙科学イニシア
ティブ

後援：京都府教育委員会、京都市教育委員会

一般市民

300（招待客
込みの数。一
般参加者は
200。）

理学研究科



1
京都大学理学部九州講演会「ノーベル
賞の源へ」

10月 1 主催

主催：京都大学理学研究科

後援：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、福岡市の各教育委員会

高校生、小・中・高教員、京都大学同
窓生

173

1

RIMS International Conference on
"Theoretical Aspects of Variability and
Predictability in Weather and Climate
Systems"

10月 1 主催

主催：京都大学理学研究科、京都大学数理解析研
究所

後援：京都大学GCOE「極端気象と適応社会の生存
科学」プログラム、京都大学グローバル生存学大学院
連携プログラム、日本学術振興会科学研究費助成事
業

一般市民・在学生・教職員 130

1 第４回飛騨天文台自然再発見ツアー 10月 1 共催
主催：NPO法人花山星空ネットワーク

共催：京都大学理学研究科附属天文台
一般市民 21

1
京都物理グランプリ
1stステージ京都物理コンテスト2013

11月 1 共催
主催：京都府教育委員会

共催：京都大学
中学生、高校生 92

1 おもしろ科学体験 11月、12月 2 共催

主催：京都府教育委員会

共催：京都大学、宮津市教育委員会、京丹後市教育
委員会、伊根町教育委員会、与謝野町教育委員会

小学４～6年生、中学生 153

1 ウォークインサイエンス 11月 1 主催

主催：京都大学理学部・理学研究科

後援：京都市・京都市教育委員会・京都府教育委員
会

一般市民（主に小学生とその保護者） 約1000

1
第52回玉城嘉十郎教授記念公開学術
講演会

11月 1 主催 主催：京都大学理学部・㈶湯川記念財団 学部生・大学院生・教職員・一般 110

1 第3回宇宙落語会 11月 1 共催

主催：宇宙落語製作委員会

共催：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

一般市民 250

1 数学の森 in Kyoto 12月 3 主催 主催：京都大学理学研究科
高校1，2年生で所属校の推薦を受け
たもの

55
(応募者は

141）

1
京都物理グランプリ2013
2ndステージ　物理チャレンジ道場

2月 2 共催
主催：京都府教育委員会

共催：京都大学
中学生、高校生 22

1
Hot Research Meeting
「一歩先の液体研究」

2月 1
主催・
共催

主催：京都大学理学研究科物理学・宇宙物理学専
攻物理学第一教室

共催：京都大学理学研究科附属地球熱施設

液体関連の研究者 21

3
京都物理グランプリ
2013表彰式

12月 1 共催
主催：京都府教育委員会

共催：京都大学
中学生、高校生 14

1
第26回(2013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 1 主催 主催：京都大学医学研究科 一般市民 100

1
シンポジウム「福島原発事故後の里山の
あり方と復興再生へのシナリオ」

2月 1 主催

主催：京都大学・川内村

※環境省・環境研究総合推進費の助成を受けて開
催したものです。

一般市民 57

1 子どもの発育に関する勉強会 3月 1 主催 主催：京都大学 神戸市の母親 12

2 オープンホスピタル 7月 1 主催 主催：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（本院休診
を除く）
第１火曜日、第
２水曜日（交流
会）

2500 主催 主催：京都大学医学部附属病院
がん患者またはその家族や知人など

１日あたり相
談５～２０

薬学研究科 2 附属薬用植物園見学会 5月 5 主催 主催：京都大学大学院薬学研究科
本学部卒業生、本学教職員、近隣住
民

137

医学研究科

医学部附属病院



1

平成25年度（第77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

7月～8月 1 主催
主催：京都大学農学研究科

後援：農林水産省

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

5

1
平成25年度(第77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 1 主催
主催：京都大学農学研究科

後援：農林水産省

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

46

1
平成25年度(第77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 2 主催
主催：京都大学農学研究科

後援：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

21

大学院人間・環境学研究科 1
平成25年度大学院人間・環境学研究科
公開講座

10月 1 主催 主催：京都大学大学院人間・環境学研究科 一般市民 30

エネルギー科学研究科 1
エネルギー科学研究科
公開講座

11月 1 主催 主催：京都大学大学院エネルギー科学研究科 一般市民・在学生・教職員 29

情報学研究科 1 公開講座 8月 1 主催 主催：京都大学大学院情報学研究科 中学生・高校生および一般 200

大学院生命科学研究科 1 第15回生命科学研究科シンポジウム 7月 1 主催 主催：京都大学大学院生命科学研究科 一般市民、在学生、教職員 二日間計435

総合生存学館 1 第2回国際シンポジウム 2月 1 主催

主催：京都大学大学院総合生存学館

共催：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」

京都大学博士課程教育リーディングプ
ログラム履修生及び関係教職員
一般市民
大学生

約180

1 京都大学地球環境フォーラム 7月、11月、2月 3 主催
主催：京都大学大学院地球環境学堂

協賛：京都大学教育研究振興財団
一般市民・在学生・教職員 281

1 はんなり京都嶋䑓塾 7月、11月、3月 3 主催
主催：京都大学大学院地球環境学堂

協賛：京都大学教育研究振興財団
一般市民・在学生・教職員 178

1

京都大学経営管理大学院ファイナンス
（あすかアセット）寄附講座開設記念シン
ポジウム「高齢化時代の到来とリタイアメ
ントマネジメント」

7月 1 主催

主催：京都大学経営管理大学院ファイナンス（あすか
アセット）寄附講座

後援：日本経済新聞社大阪本社、 NPO法人確定拠
出年金教育協会

協力：株式会社クライテリア（協賛）

企業の人事・厚生担当者 160

1

京都大学経営管理大学院　道路アセット
マネジメント政策（国土技術研究セン
ター）講座開設記念シンポジウム「これか
らのアセットマネジメントを考える」

7月 1 主催
主催：京都大学経営管理大学院道路アセットマネジメ
ント政策（国土技術研究センター）講座

学生、社会人 100

1
エズラ・ボーゲル教授シンポジウム「中国
社会の変化とこれからの日中関係」

9月 1 主催
主催：京都大学経営管理大学院、京都大学法学研
究科、京都大学公共政策大学院、京都大学経済学
研究科

学生・一般 250

1 京都大学サマーデザインスクール2013 9月 1 主催

主催：京都大学 デザイン学大学院連携プログラム、
京都大学大学院情報学研究科、京都大学経営管理
大学院

共催：
 京都市立芸術大学美術学部・美術研究科、京都工
芸繊維大学工芸科学研究科、京都大学大学院工学
研究科、 京都大学大学院教育学研究科、 京都大
学学術情報メディアセンター

大学生・大学院生、大学の教員・研究
員。または、企業等に在籍の方など
で、大学3年生程度以上の専門性を
有する方

260

1

第6回サービス・イノベーション国際シンポ
ジウム～グローバル化するクリエイティブ
産業とアジア型プロデューサーの新たな
ミッション～

11月 1 主催

主催：京都大学経営管理大学院

共催：京都大学デザイン学大学院連携プログラム、一
般社団法人京都ビジネスリサーチセンター

後援：京都府、京都市、京都商工会議所、大阪商工
会議所、一般社団法人京都府情報産業協会、サー
ビス学会、グローバルビジネス学会、株式会社サンラ
イズ

一般 160

地球環境学堂

経営管理研究部

農学研究科



1

京都大学　京セラ経営哲学寄附講座
成果報告イベント
「日本航空の再生プロセスと経営哲学の
浸透」

3月 1 主催

主催：京都大学経営管理研究部・経営管理教育部
京セラ経営哲学寄附講座

共催：京セラ株式会社

研究者・学生・一般 180

1
「高校生のための化学」～先端高度研究
の一端を学ぶ～

7月 1 主催 主催：京都大学化学研究所 高校生 47

1
京都大学化学研究所公開講演会（第２
０回）

10月 1 主催 主催：京都大学化学研究所 一般市民 120

1
アジア植民地都市史国際ワークショップ
「Jalarta’s Past ― Space, Ethnicity
and Urban Development」

4月 1 主催
主催：京都大学人文科学研究所、京都大学東南アジ
ア研究所、総合地球環境研究所研究プロジェクト、
JSPS

研究者・学生 60

1
人文研アカデミー
朝日カルチャーセンター
「今、なぜ、孔子なのか」

4月、5月、6月 3 共催
共催：朝日カルチャーセンター、京都大学人文科学
研究所

研究生・一般市民 40

1
公開シンポジウム「中等教育で学ぶ『人
種』『民族』とヒトの多様性」

4月 1 共催

主催：日本学術会議自然人類学分科会・人類学分
科会

共催：京都大学人文科学研究所、科学研究費基盤
（S）「人種表象の日本型グローバル研究」

研究者・学校教員・一般市民 52

1
人文研アカデミー文学カフェ「いしいしん
じ　三本の時間―その場小説×対談」

5月、6月、7月 3 主催 主催：京都大学人文科学研究所 学生・一般市民 600

1 華人史研究 国際ワークショップ 5月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生 13

1
国際ワークショップ「東アジアにおけるセク
シュアリティ・トラウマ・社会苦悩」

5月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生 20

1 ワークショップ「原発・震災・トラウマ」 5月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生 30

1
人文研アカデミー
ゴールデンエイジアカデミー
「仏教美術の魅力」

6月 4 共催
共催：京都大学人文科学研究所、京都生涯学習セン
ター

研究者・一般市民 600

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

6月 1 主催
主催：科学研究費基盤Ｓ「人種表象の日本型グロー
バル研究」、京都大学人文科学研究所

研究者・学生・一般市民
13

1
人文研アカデミーレクチャー＆コンサート
「モダンジャズの技法と論理」

6月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 一般市民 230

1
ワークショップ「沖縄戦〈後〉の社会とトラウ
マ」

7月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生 70

1
人文研アカデミー夏期公開講座「都市の
生活と文化」

7月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 一般市民 80

1
国際シンポジウム「アジアとアメリカの＜帝
国＞を越えて」

7月 1 共催

主催：科学研究費基盤Ｓ「人種表象の日本型グロー
バル研究」

共催：Association for Asian American Studies
Japan Section、京都大学人文科学研究所

研究者・学生・一般市民
61

1
高校生のための夏期セミナー ~漢字文
化への誘い~ 第一回「『三国志』の時代と
漢字」

8月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 高校生対象 25

1
国際シンポジウム「中国北朝仏教寺院の
研究」

9月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者対象 23

化学研究所



1 特別講演会「中国古代寺院に迫る」 9月 1 主催 主催：大阪市立美術館、京都大学人文科学研究所 研究者・一般市民 87

1

国際シンポジウム「Acting with
Nonhuman Entities:Posthumanist
Explorations between Anthropology
and Science Studies」

9月 1 主催
主催：科学研究費補助金「人類学の方法／対象とし
ての比較の再検討」（大阪大学）、京都大学人文科学
研究所

研究者・一般市民 30

1
国際シンポジウム「グローバル化する思
想・宗教の重層的接触と人文学の可能
性」

9月 2 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生 30

1
人文研アカデミー「中国古典演劇の世
界」

9月、10月 4 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者、一般市民 30

1 講演会「ディドロと政治的雄弁」 9月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者 40

1
国際シンポジウム「アジアとアメリカの＜帝
国＞を越えて」part 2

10月 1 共催

主催：科学研究費基盤研究（S）「人種表象の日本型
グローバル研究」

共催：Association for Asian American Studies
Japan Section、京都大学人文科学研究所

研究者、学生、一般市民
57

1
講演会「恐怖政治、荒れ狂う歴史―最
近の研究動向から」

10月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生・一般市民 25

1
国際ワークショップ「戦争・トラウマ・アート
War, Traumatic Experiences and the
Arts」

11月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生 40

1

The Politics of Wounds: Military
Patients and Medical Power in the
First World War, Oxford University
Press, forthcoming 2014

11月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者 15

1

国際シンポジウム「Exploring the Past
and Envisaging the Future: Current
Issues in the Ancient History of
Afghanistan」

11月 3 主催

主催：龍谷大学龍谷ミュージアム、京都大学人文科
学研究所

共催：ウィーン美術史美術館、オーストリア科学アカデ
ミー、ゲルダ・ヘンケル財団、イタリア東方学研究所、
フランス極東学院

研究者・学生・一般市民 60

1
国際シンポジウム「人民共和国史　－今
どこまで解明されるのか」

12月 1 共催
主催：人間文化研究機構（ＮＩＨＵ）現代中国地域研究
拠点連携プログラム、京都大学人文科学研究所

研究者・学生・一般市民 230

1
国際シンポジウム「雲岡石窟研究の現
在」

12月 1 主催
主催：科研基盤研究（B)「中国南北朝時代の仏教文
化とその源流にかんする考古学的研究」、
京都大学人文科学研究所

研究者 19

1
国際ワークショップ「第一次世界大戦再
考：100年後の日本で考える」

1月 1 主催

主催：京都大学人文科学研究所

共催：科研費基盤（Ａ）「第一次世界大戦と現代世界
の変貌についての総合的研究」

研究者・一般市民 240

1
シンポジウム「東アジアから世界史を見る
／考える」

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

研究者 50

1

緊急シンポジウム「近デジ大蔵経公開停
止・再開問題を通じて人文系学術研究
における情報共有の将来を考える（第二
報）」

1月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・一般市民 30

1
公開シンポジウム「トラウマと反復 精神分
析の臨床から」

1月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・学生・一般市民 30

1
人文研アカデミー公開シンポジウム「ポス
ト68年の思想と政治――〈階級闘争〉か
ら〈社会運動〉へ？」

2月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究者・一般市民 200

1
北朝鮮ハムフンの歴史都市空間：朝鮮
史× 建築・都市史ワークショップ

2月 1 主催
主催：京都大学人文科学研究所、京都大学地域研
究統合情報センター、アジア近現代建築・都市史研
究会

研究者・院生 19

人文科学研究所



1
公開ワークショップ Crossing Boundaries:
Art and History V 

2月 1 主催
主催：科学研究費基盤（Ｓ）「人種表象の日本型グ
ローバル研究」京都大学人文科学研究所

研究者・学生・一般市民 12

1
ワークショップ「在台湾日本関係歴史資
料の保存と利用」

2月 1 主催

主催：人間文化研究機構、京都大学人文科学研究
所

共催：日本学術振興会、挑戦的萌芽研究

協力：神戸華僑華人研究会

研究者・学生 40

1
文化都市形成のダイナミズム
ブレスラウドレスデンライプツィヒから考え
る

3月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究生・学生・一般市民 40

1
第9回TOKYO漢籍SEMINAR「木簡と中国
古代」

3月 1 主催 主催：京都大学人文科学研究所 研究生・学生・一般市民 180

1

特別講演会「THe Balkh Art and Cultural
Heritage Project: New Research in
theUrban History and Archaeology of
Afghanistan and Central Asia」

3月 1 主催

主催：京都大学人文科学研究所、京都大学文学研
究科附属ユーラシア文化研究センター

共催：科研費基盤（B）「イスラーム圏におけるイラン式
簿記術の成立と展開」

研究生・学生・一般市民 50

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8回公開講演会

7月 1 主催 主催：京都大学再生医科学研究所 一般市民・在学生・教職員 290

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 1 主催 主催：京都大学エネルギー理工学研究所 中高生・大学生・一般 122

1 生存圏研究所公開講演会 10月 1 主催 主催：京都大学生存圏研究所 一般市民 116

1 京都大学森林科学公開講座 10月 1 主催
主催：京都大学生存圏研究所、京都大学農学研究
科森林科学専攻

一般市民 32

1 防災研究所研究発表講演会 2月 1 主催
主催：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 380

1
防災研究所公開講座「災害メカニズムを
学び、防災対策に役立てよう―近年多
発する豪雨災害―」

9月 1 主催 主催：京都大学防災研究所 一般市民・学生・防災関係者 232

1 西宮湯川記念科学セミナー 12月 1 共催
主催：西宮市

共催：京都大学基礎物理学研究所
一般市民 300

1
第41回京都大学附置研究所・センター
品川セミナー

10月 1 主催 主催：京都大学附置研究所・センター 一般市民 56

1 京都大学ウイルス研究所見学会 4月 1 主催 主催：京都大学ウイルス研究所
高校生、大学生、
一般市民

33

1 京都大学ウイルス研究所見学会 3月 1 主催 主催：京都大学ウイルス研究所
高校生、大学生、
一般市民

29

1
公開シンポジウム『求められる教育・・学
力とモラル』

9月 1 共催
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（ISE）、同志社
大学創造経済研究センター

一般市民、学生 91

1
シンポジウム『金融システムの安定性と金
融業の競争』

10月 1 共催
共催：金融庁金融研究センター、京都大学経済研究
所先端政策分析研究センター、
大阪大学社会経済研究所

一般市民 152

生存圏研究所

防災研究所

基礎物理学研究所

ウイルス研究所



1
公開シンポジウム『ソーシャルイノベーショ
ン・シンポジウム～被災地と日本の復興
のために』

2月 1 主催

主催：京都大学経済研究所先端政策研究センター
(CAPS)

共催：独立行政法人経済産業研究所

後援：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、(独)中
小企業基盤整備機構、日本ベンチャー学会、認定特
定非営利活動法人地域産業おこしの会、ほか

一般市民 214

1

京都大学経済研究所シンポジウムシリー
ズ＜明るく楽しい少子高齢化社会への道
筋＞　第１回『豊かさを実現するための科
学技術と経済運営～少子高齢化に直面
する日本の挑戦』

2月 1 主催
主催：京都大学経済研究所先端政策研究センター
(CAPS)

一般市民 143

1

京都大学経済研究所シンポジウムシリー
ズ＜明るく楽しい少子高齢化社会への道
筋＞　第２回『政策研究のフロンティア～
理論と実証に基づく政策の確立に向け
て』

3月 1 主催
主催：京都大学経済研究所先端政策研究センター
(CAPS)

一般市民 175

1

京都大学経済研究所シンポジウムシリー
ズ＜明るく楽しい少子高齢化社会への道
筋＞　第３回『理論と実証に基づく政策の
確立に向けて～国際機関の現場から』

3月 1 主催
主催：京都大学経済研究所先端政策研究センター
(CAPS)

一般市民 72

数理解析研究所 1 数学入門公開講座 8月 4 主催
主催：京都大学数理解析研究所

協力：京都府
一般市民・在学生・教職員 延べ314

1 アトムサイエンスフェア実験教室 10月 1 主催
主催：京都大学原子炉実験所

協力：熊取町、泉佐野市、貝塚市
一般市民（小中学生） 41

1 アトムサイエンスフェア講演会 10月 1 主催
主催：京都大学原子炉実験所

協力：熊取町、泉佐野市、貝塚市
一般市民 60

2 一般公開 4月 1 主催
主催：京都大学原子炉実験所

協力：熊取町、泉佐野市、貝塚市
一般市民 444

2 桜公開 4月 2 主催 主催：京都大学原子炉実験所 一般市民 481

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

16 主催
主催：京都大学原子炉実験所

協力：熊取町、泉佐野市、貝塚市
一般市民 568

1 犬山公開講座 7月 1 主催 主催：京都大学霊長類研究所 一般市民 44

1 市民公開日 10月 1 主催 主催：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）

51

1
上廣倫理研究部門開設
記念シンポジウム

7月 1 主催 主催：京都大学iPS細胞研究所 一般市民 460

1 iCeMS/CiRAクラスルーム 11月 3 共催
主催：京都大学iPS細胞研究所

協力：オリンパス株式会社
教員・高校生 123

1 一般の方対象シンポジウム 3月 1 主催 主催：京都大学iPS細胞研究所 一般市民 390

1 CiRAカフェ・FIRST
4月、6月、8月、
9月、10月、12
月

6 主催 主催：京都大学iPS細胞研究所 一般市民 132

2 研究棟見学会
4月、5月、6月、
7月、8月、9月、
10月、11月、12
月、1月、2月

11 主催 主催：京都大学iPS細胞研究所 一般市民 295

iPS細胞研究所

経済研究所

原子炉実験所

霊長類研究所



1
『聴覚障害者のための字幕付与技術』シ
ンポジウム 2014

3月 1
主催

主催：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、（一
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

協賛：（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、（特非）全国要約筆
記問題研究会、（公社）日本速記協会、京都大学学
生総合支援センター障害学生支援ルーム

協力：（株）ワードワープ、同志社大学学生支援課

一般 119

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、8月、9月、
10月、11月、12
月、1月、3月

14
主催

主催：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 335

生態学研究センター 2
生態学研究センター
一般公開

11月 1 主催 主催：京都大学生態学研究センター 一般市民、小・中・高校生 61

1 大学生研究フォーラム2013 8月 2 共催 共催：東京大学、京都大学、電通育英会 大学・高校関係者 371

1 第86回公開研究会・国際シンポジウム 10月 1 主催

主催：京都大学高等教育研究開発推進センター

協賛：学校法人河合塾教育研究開発本部、関西地
区FD連絡協議会

一般市民、大学関係者 75

1 第87回公開研究会・国際シンポジウム 1月 1 主催

主催：京都大学高等教育研究開発推進センター

協賛：学校法人河合塾教育研究開発本部、関西地
区FD連絡協議会

後援：大学ICT推進協議会（AXIES）

協力：京都大学学術情報メディアセンター

一般市民、大学関係者 140

1 第20回大学教育研究フォーラム 3月 1 主催

主催：京都大学高等教育研究開発推進センター

協賛：学校法人河合塾教育研究開発本部
関西地区FD連絡協議会

大学関係者 591

1 レクチャーシリーズ 4月～3月 11 主催 主催：京都大学総合博物館 小学生高学年以上

1 子ども博物館 4月～3月 49 主催 主催：京都大学総合博物館 小学校低学年以上 2,801

1 【京都千年天文台街道】アストロトーク 4月～3月 8 共催

主催：NPO花山星空ネットワーク

共催：京都大学総合博物館、京都大学理学研究科
附属天文台

協力：株式会社ビューティフルツアー、株式会社ヒー
ロー

小学生以上

1 トークショー「21才の21か国の旅」 5月 1 主催 主催：京都大学総合博物館 一般市民

1
ミュゼップサロン特別編「トーク＆ライブ
『世界の音楽を知ろう＝アラビア・ウード』」

6月 1 共催
主催：ミュージアムショップ・ミュゼップ

共催：京都大学総合博物館
一般市民

1 夏休み学習教室(体験ＥＸＰＯ) 8月 13 主催
主催：京都大学総合博物館

共催：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

1
ワークショップ 「ヌメリってなに？～いろん
な動物の骨と比べてみよ う」

9月、10月、11
月

3 主催 主催：京都大学総合博物館 一般市民 51

1
トークイベント「博物館で映像と音を考え
る」

10月 1 主催

主催：京都大学総合博物館

協賛：株式会社アクアサウンド

協力：ライトアニマルプロジェクト、ソラソレ堂（from有限
会社ソニカ）、御蔵島観光協会

一般市民 30

学術情報メディアセンター

高等教育研究開発推進セン
ター



1 講演会「西田幾多郎の書」 11月 1 主催

主催：京都大学総合博物館

共催：京都大学文学研究科、京都大学総合生存学
館

一般市民 110

1
「子ども博物館　ヤッサン一座のパッキ紙
芝居～4コマ紙芝居もつくれるよ～」

11月、1月、3月 3 共催
主催：ヤッサン一座の紙芝居

共催：京都大学総合博物館
一般市民

1
講演「生ける石の書、ヴィットリアーレ」、
「ダンヌンツィオ－人生・テクスト・世界」

1月 1 主催

主催：京都大学総合博物館、イタリア文化会館－大
阪

共催：ヴィットリアーレ財団（Fondazione ll Vittoriale
degli Italiani) 東京大学大学院総合文化研究科・教
養学部駒場博物館、イタリア国立東方学研究所、京
都大学人文科学研究所、京都大学大学院人間・環
境学研究科

後援：イタリア大使館、在大阪イタリア総領事館、京都
府教育委員会、京都市教育委員会、大阪日伊協
会、京都フィレンツェ友好協会、日本トスティ協会

一般市民 45

1
連続セミナー1:「ダンヌンツィオをめぐって
－京大人文研・第一次大戦 研究班によ
る連続セミナーと映画上映」

2月 3 主催

主催：京都大学総合博物館、イタリア文化会館－大
阪

共催：ヴィットリアーレ財団（Fondazione ll Vittoriale
degli Italiani)、東京大学大学院総合文化研究科・教
養学部駒場博物館、イタリア国立東方学研究所、京
都大学人文科学研究所、京都大学大学院人間・環
境学研究科

後援：イタリア大使館、在大阪イタリア総領事館、京都
府教育委員会、京都市教育委員会、大阪日伊協
会、京都フィレンツェ友好協会、日本トスティ協会

一般市民 30

1
イタリア語による朗読「はじめて読むダンヌ
ンツィオ」

2月 1 主催

主催：京都大学総合博物館、イタリア文化会館－大
阪

共催：ヴィットリアーレ財団（Fondazione ll Vittoriale
degli Italiani)、東京大学大学院総合文化研究科・教
養学部駒場博物館、イタリア国立東方学研究所、京
都大学人文科学研究所、京都大学大学院人間・環
境学研究科

後援：イタリア大使館、在大阪イタリア総領事館、京都
府教育委員会、京都市教育委員会、大阪日伊協
会、京都フィレンツェ友好協会、日本トスティ協会

一般市民 70

1
ミニレクチャー「京都、フィレンツェ、ダンヌ
ンツィオ」

2月 1 主催

主催：京都大学総合博物館、イタリア文化会館－大
阪

共催：ヴィットリアーレ財団（Fondazione ll Vittoriale
degli Italiani)、東京大学大学院総合文化研究科・教
養学部駒場博物館、イタリア国立東方学研究所、京
都大学人文科学研究所、京都大学大学院人間・環
境学研究科

後援：イタリア大使館、在大阪イタリア総領事館、京都
府教育委員会、京都市教育委員会、大阪日伊協
会、京都フィレンツェ友好協会、日本トスティ協会

一般市民 40

1
講演「ダンヌンツィオと日本近代文学－
『新しい男』を目指して」

3月 1 主催

主催：京都大学総合博物館、イタリア文化会館－大
阪

共催：ヴィットリアーレ財団（Fondazione ll Vittoriale
degli Italiani)、東京大学大学院総合文化研究科・教
養学部駒場博物館、イタリア国立東方学研究所、京
都大学人文科学研究所、京都大学大学院人間・環
境学研究科

後援：イタリア大使館、在大阪イタリア総領事館、京都
府教育委員会、京都市教育委員会、大阪日伊協
会、京都フィレンツェ友好協会、日本トスティ協会

一般市民 20

1
講演「ダンヌンツィオの国へ－大正教養
世代のイタリア旅行」

3月 1 主催

主催：京都大学総合博物館、イタリア文化会館－大
阪

共催：ヴィットリアーレ財団（Fondazione ll Vittoriale
degli Italiani)、東京大学大学院総合文化研究科・教
養学部駒場博物館、イタリア国立東方学研究所、京
都大学人文科学研究所、京都大学大学院人間・環
境学研究科

後援：イタリア大使館、在大阪イタリア総領事館、京都
府教育委員会、京都市教育委員会、大阪日伊協
会、京都フィレンツェ友好協会、日本トスティ協会

一般市民 42

2
ロビー展示
「600胞体と30個の菱型12面体を用いた
作品の展示」

4月～3月 1 主催
主催：京都大学人間・環境学研究科　立木教授、京
都大学総合博物館

一般市民

総合博物館



2 特別観覧 4月～3月 206 主催 主催：京都大学総合博物館 一般市民 10,592

2
ロビー展示
「21才の21ヶ国の旅　宮崎祐輔写真展」

5月～6月 1 主催 主催：京都大学総合博物館 一般市民

2 2013地質の日記念企画展 5月 1 主催
主催：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

一般市民

2 ワークショップ「エレメントと仲良くなろう！」 5月 1 主催 主催：京都大学総合博物館 小学生高学年以上 21

2 企画展「海」 7月～12月 1 主催

主催：京都大学総合博物館

共催：京都大学理学研究科、京都大学工学研究科、
京都大学農学研究科、京都大学人間・環境学研究
科、京都大学情報学研究科、京都大学総合生存学
館、京都大学化学研究所、京都大学防災研究所、
京都大学フィールド科学教育研究センター、京都大
学野生動物研究センター、京都大学文化財総合研
究センター

協力：独立行政法人海洋研究開発機構、京都通信
社、株式会社鶴見精機、株式会社エス・イー・エイ、
国立極地研究所、株式会社アクアサウンド、九州大
学応用力学研究所、東京大学地震研究所、真脇遺
跡縄文館、新関西国際空港株式会社、一般財団法
人地域地盤環境研究所、大分市教育委員会、姫島
村、船の科学館・海と船の博物館ネットワーク

一般市民 23,222

2
特別展
2013年京都国際地理学会議開催記念
「地図　温故知新」展

7月～9月 1 共催

主催：京都大学文学研究科地理学専修、2013年京
都国際地理学会会議組織委員会

共催：京都大学総合博物館

一般市民 9,827

2
期間限定映像展示「クジラがやってく
る！？　実物大のザトウクジラト ミナハンド
ウイルが博物館を泳ぎます！」

10月～11月 1 主催

主催：京都大学総合博物館

協賛：株式会社アクアサウンド

協力：ライトアニマルプロジェクト、ソラソレ堂（from有限
会社ソニカ）、御蔵島観光協会

一般市民

2
特別展
「黙より出でて黙に帰す－西田幾多郎遺
墨展－」

10月～12月 1 主催

主催：京都大学総合博物館

共催：京都大学文学研究科、京都大学総合生存学
館

一般市民 7,174

2

他会場展示
「ようきんしゃったね－『大学は宝箱！－
京都・大学ミュージアム連携出開帳in博
多』」

10月 1 共催

主催：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、九州産業
大学美術館、九州大学総合研究博物館、佐賀大学
美術館、西南学院大学博物館

協力：九州産業大学アートマネージメント人材育成事
業実行委員会

助成：平成25年度文化庁地域と共働した美術館・歴
史博物館創造活動支援事業「京都・大学ミュージア
ム連携」による地域文化活性化プロジェクト、平成25
年度文化庁　大学を活用した文化芸術推進事業

一般市民

2
他会場展示
「驚異の部屋－京都大学ヴァージョン」東
京展

11月～5月 1 主催

主催：東京大学総合研究博物館＋京都大学総合博
物館

協力：京都大学大学院人間・環境学研究科

一般市民

2
ロビー展示
「もののみかたが変わる瞬間展」

12月～1月 1 主催
主催：京都大学総合博物館、教職実践演習受講者

協賛：京都大学教育学研究科
一般市民

2
特別展
「赤十字150年展－戦場の『いのち』に寄
り添う」

1月～3月 1 主催
主催：赤十字国際委員会駐日事務所、京都大学総
合博物館

一般市民 7,244

2

特別展
「ダンヌンツィオに夢中だった頃－ガブリ
エーレ・ダンヌンツィオ(1863－1938)生
誕150周年記念展－」

1月～3月 1 主催

主催：京都大学総合博物館、イタリア文化会館－大
阪

共催：ヴィットリアーレ財団（Fondazione ll Vittoriale
degli Italiani) 東京大学大学院総合文化研究科・教
養学部駒場博物館、イタリア国立東方学研究所、京
都大学人文科学研究所、京都大学大学院人間・環
境学研究科

後援：イタリア大使館、在大阪イタリア総領事館、京都
府教育委員会、京都市教育委員会、大阪日伊協
会、京都フィレンツェ友好協会、日本トスティ協会

一般市民 4,942



2
ロビー展示
赤十字150年関連展示「日本赤十字社
京都府支部啓発事業」

2月～3月 1 主催
主催：赤十字国際委員会駐日事務所、京都大学総
合博物館

一般市民

2
ロビー展示
「科学と技術の交差展－サイエンスと
アーティストのペアによる絵画展－」

3月 1 主催
主催：京都大学総合博物館

協力：研究大学強化推進事業「百家争鳴」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
一般市民

2
特別展
「海を伝える－理学部に薫る19世紀博
物学の図書コレクションから－」

12月～1月 1 共催
共催：京都大学理学部中央図書室、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１２回低温物質科学研究センター講演
会・研究交流会

2月 1 主催 主催：京都大学低温物質科学研究センター
一般、教職員、学部生、大学院生な
ど

70

1 春の自然観察会 4月 1 主催
主催：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

1 研究者と飼育係のこだわり解説ツアー 4月、7月～9月 51 主催
主催：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

一般 合計340

1 バックヤードツアー 4月、7月～9月 51 主催
主催：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

一般（小学生以上） 合計429

1 大水槽エサやり体験 4月、7月～9月 23 主催
主催：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

一般（小学生以上） 合計229

1
水族館の磯採集体験・水族館の飼育体
験

4月、5月、6月 3 主催

主催：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

共催：和歌山県教育委員会

一般（小学生以上） 合計50

1 春の自然観察会 5月 1 主催
主催：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 20

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、11月 3 共催
主催：周南市

共催：京都大学フィールド科学教育研究センター
一般市民 合計51

1
フィールド研・周南市連携事業 鹿野中学
校体験学習

6月 1 共催
主催：周南市

共催：京都大学フィールド科学教育研究センター
中学生 中学生13

1 木文化サロンセミナー 7月 1 主催
主催：京都大学フィールド科学教育研究センター、木
文化プロジェクト、森里海連環学教育ユニット

関係者および一般 20

1
美山町第４学年合同自然体験教室「美
山っ子グリーンワールド」

7月 1 共催

主催：美山町

共催：京都大学フィールド科学教育研究センター芦生
研究林

小学4年生
児童23、教諭
9

1
京都大学『木文化プロジェクト』出張サロ
ンin仁淀川町

8月 1 主催
主催：京都大学フィールド科学教育研究センター木文
化プロジェクト

町民 33

1
大学の森で学ぼう2013
「ひらめき☆ときめき サイエンス」（自然観
察＆草木染め）

8月 1 主催
主催：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

小学5・6年生、中学生
小中高校生

14

1 海洋生物学セミナー
8月、9月、10

月、3月
4 主催

主催：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

関係者および一般 98

1
第40回京都大学附置研究所・センター
品川セミナー

9月 1 主催 主催：京都大学附置研究所・センター 一般市民 38

1 周南市老人大学校講座 9月 1 共催
主催：周南市

共催：京都大学フィールド科学教育研究センター
受講生 156



1
「時岡隆 生誕100年記念展」記念講演
会

9月 1 主催
主催：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

一般 24

1 フィールド研創立10周年記念式典 10月 1 主催 主催：京都大学フィールド科学教育研究センター 関係者および一般 139

1
特別講座「森に人がくるということ」
※京大ウィークス

10月 1 主催 主催：京都大学フィールド科学教育研究センター 一般 35

1
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 1 主催
主催：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

一般市民 39

1
周南市・京都大学フィールド科学教育研
究センター連携公開講座
※京大ウィークス

10月 1 共催
主催：周南市

共催：京都大学フィールド科学教育研究センター
一般市民 19

1
赤れんがフェスタin舞鶴（高等教育機関
等合同ＰＲフェア）
※京大ウィークス

10月 1 共催

主催：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

舞鶴市民 1232

1 瀬戸臨海実験所 施設見学会 10月 1 主催
主催：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

一般（高校生以上） 15

1
京都大学「木文化プロジェクト」最終報告
会 in 仁淀川町

11月 1 主催

主催：京都大学フィールド科学教育研究センター木文
化プロジェクト

後援：高知県・仁淀町

一般 55

1
秋の自然観察会
※京大ウィークス

11月 1 主催
主催：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 29

1
平成25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期
講座

11月 1 共催

主催：京都市

共催：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

京都市内在住又は市内の学校に通
学する小学4年生～中学3年生の児
童・生徒

24

1 第5回由良川市民講座 12月 1 主催
主催：京都大学フィールド科学教育研究センター

後援：京都府
一般 63

3 海の生き物何でも相談会 7月、8月 2 主催
主催：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

15

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)
2 主催

主催：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

夏休み(学生
25、教員2、
事務職員3、
技術職員1)
春休み(学生
25、教員1、
事務職員1、
技術職員1、
技術補佐員
1)

3 しべちやｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｽｸｰﾙ第5講座 1月 1 共催

主催：標茶町教育委員会

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

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 主催 主催：京都大学フィールド科学教育研究センター
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 12 主催
主催：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12回　こころの広場 in 宮津　「天橋立
とこころ」

11月 1 主催
主催：京都府・京都大学こころの未来研究センター

協力：宮津市
一般市民 70

1
ワザとこころPARTⅢ ～天神祭と天神信
仰～

11月 1 主催
主催：京都府・京都大学こころの未来研究センター

後援：古典の日推進委員会
一般市民 124

フィールド科学教育研究セン
ター

こころの未来研究センター



アフリカ地域研究資料セン
ター

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」

2月、4月、6月、
10月、12月、2
月、3月、4月

8 主催
主催：日本アフリカ学会，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 600

1 森里海連環学公開セミナー
4月、5月、7月、

10月、1月
5 主催 主催：京都大学森里海連環学教育ユニット 一般市民・学生・教職員 各約20

1
森里海シンポジウム
「人と自然のきずな～森里海連環学への
いざない～」

6月 1 共催
共催：京都大学森里海連環学教育ユニット、日本財
団

一般市民・学生・教職員 130

1 講演会「宇宙倫理と宇宙文化」 6月 1 主催

主催：フランス国立宇宙研究センタ—、京都大学宇宙
総合学研究ユニット

後援：京都大学大学院文学研究科応用哲学・倫理
学教育研究センター

一般市民・在学生・教職員 50

1 森里海連環学国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 11月 1 主催
共催：京都大学森里海連環学教育ユニット,京都大学
フィールド科学教育研究センター

一般市民・学生・教職員 188

環境安全保健機構附属環
境科学センター

1
リサイクルシステム論
環境と資源の保全に向けた科学・技術・
政策

5月～1月 32 主催
主催：京都大学環境安全保健機構、一般財団法人
化学物質評価研究機構

一般市民・在学生・教職員
延べ
1,514

環境安全保健機構附属放
射性同位元素総合センター

1 体験授業 8月 2 主催

主催：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

後援：京都府、京都市,みやこ子ども土曜塾登録事業

小学生・中学生・高校生 94

図書館機構 2 京都大学図書館機構貴重書公開展示 10月～11月 1 主催 主催：京都大学図書館機構 一般市民・在学生・教職員 1,681

1 第15回iCeMSカフェ 8月 1 主催 主催：京都大学物質－細胞統合システム拠点 一般市民 21

1
iCeMS/CiRA クラスルーム2013：幹細胞
研究やってみよう！まずは観察から

11月 3 主催
主催：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

高校生および高校教員

23日：42

24日：午前
40、午後41

1 第16回iCeMSカフェ 1月 1 主催 主催：京都大学物質－細胞統合システム拠点 一般市民 22

2
Science Talk Live 2013：第3回 世界トッ
プレベル研究拠点（WPI）合同シンポジウ
ム in 仙台

12月 1 共催

主催：東北大学原子分子材料科学高等研究機構
（AIMR）

共催：京都大学物質－細胞統合システム拠点、東京
大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構
（Kavli IPMU）、大阪大学免疫学フロンティア研究セン
ター（IFReC）、物質・材料研究機構国際ナノアーキテ
クトニクス研究拠点（MANA）、九州大学カーボン
ニュートラル・エネルギー国際研究所（I²CNER）、筑波
大学国際統合睡眠医科学研究機構（IIIS）、東京工業
大学地球生命研究所（ELSI）、名古屋大学トランス
フォーマティブ生命分子研究所 (ITbM)

主に高校生 -

1 Kyoto University Academic Talk 4～3月 50 主催 主催：京都大学、エフエム京都 一般市民 －

1 東京で学ぶ　京大の知

（シリーズ11）
5月、6月

（シリーズ12）
8月、9月

（シリーズ13）
11月、12月
（シリーズ14）

2月、3月

16 主催 主催：京都大学 一般市民 1,762

1 京都大学地域講演会 11月、3月 2 主催

（島根講演会）
主催：京都大学

後援：島根県教育委員会

（仙台講演会）※京都大学附置研究所・センターシン
ポジウムと共催

主催：京都大学、京都大学附置研究所・センター

後援：読売新聞社、東北大学、宮城県教育委員会、
仙台市教育委員会

一般市民 959

物質－細胞統合システム拠
点

渉外部

学際融合教育研究推進セン
ター



2 クロックタワーコンサート 5月 1 主催 主催：京都大学、京都市立芸術大学 一般市民・在学生・教職員 530

1 京都大学春秋講義
（春季）4月、5月

（秋季）9月
5 主催

主催：京都大学

後援：京都府、京都市
一般市民・在学生・教職員 2,198

施設部 1

「サステイナブルキャンパス構築」国際シ
ンポジウム
持続可能な環境配慮型大学構築のため
にハードとソフトのネットワークをつなぐ
（ハードとソフトの融合)

3月 1 主催
主催：京都大学施設部、京都大学環境安全保健機
構、京都大学地球環境学堂学舎

一般市民・在学生・教職員 190

研究国際部 1
平成25年　日本学術会議近畿地区会
議学術講演会

12月 1 主催
主催：日本学術会議近畿地区会議、京都大学

後援：公益財団法人日本学術協力財団
一般市民 60

研究国際部 1 京都大学アカデミックデイ 12月 1 主催

主催：京都大学

後援：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、奈良県教育委
員会、滋賀県教育委員会

一般市民・在学生・教職員 529

宇治キャンパスにある部局 1
京都大学宇治キャンパス公開２０１３「探
検！発見！きみがつくるサイエンス」

10月 2 主催 主催：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

2,709

総長室 1
平成２５年度 京都大学高校生フォーラ
ム in Tokyo

11月 1 主催
主催：京都大学

共催：東京都教育委員会

東京近郊の高校1・2年生（中高一貫
校は中学3年生～高校2年生）

534

理学研究科
基礎物理学研究所

1 第1回市民講座「物理と宇宙」 11月 1 主催

主催：京都大学理学研究科、京都大学基礎物理学
研究所

共催：最先端科学の体験型学習講座

後援：京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都
新聞社

中高生以上 385


