日時・会場

公開講座の名称

12 月 1 日（金）

後期 テ ー マ
3F 講義室 304

幸せな時間と空間

1 2 .1 ［金］ 野村 晴 夫

大学院人間科学研究科
准教授

思い出話の効用
■お問い合わせ先：大阪大学 企画部男女協働推進・社学連携課社学連携係
Tel：06-6850-8278 （土日祝を除く9:00 ～ 17:00。 8 月14日～ 16 日を除く）
■詳細・お申込方法はＨＰをご覧ください。URL: http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/koukaikouza/h29

18:30 ～ 20:00

Handai-Asahi 中之島塾

12 月 2 日（土）

ここまで進んだ大腸の外科治療

5F 講義室 507

講師 ： 水島恒和 （大阪大学大学院医学系研究科教授）
10:30 ～ 12:00

朝日カルチャーセンター Tel：06-6222-5224 ＊詳しいことは朝日カルチャーセンター

http://www.asahiculture.com/

をご覧ください。

Handai-Asahi 中之島塾

12 月 2 日（土）

“あたま” と “からだ” の鍛え方・整え方
〜part1 からだを変える

5F 講義室 507

講師 ： 七五三木 聡 （大阪大学大学院医学系研究科准教授）

14:30 ～ 16:00

朝日カルチャーセンター Tel：06-6222-5224 ＊詳しいことは朝日カルチャーセンター

うた

12 月 3 日（日）

http://www.asahiculture.com/

をご覧ください。

たの

かい

第 14 回 こどものための歌とことばのお楽しみ会

♪プログラム
～就学前までのお子様を対象といたします～
当日参加されるお子さんは、多少汚れても
10F メモリアル
☆古郷 幹彦先生のおはなし
ホール
問題のない動きやすい服装でお越し下さい。
☆おうたとことばあそび
♬うたのおねぇさんとおおきなこえでげんきにおうたをうたいましょう。
第１部 10:00 ～
第２部 11:00 ～

12 月 3 日（日）

3F 講義室 301

14:00 ～ 17:30

♪入場無料
♪要予約 !! 先着 60 組さま。 聴講を希望される方もご連絡下さい。
♪ご予約連絡先℡：06-6879-5111（代表） 口腔外科学第一教室 医局まで
♪主催：大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室（言語治療担当：顎口腔機能治療部 杉山 千尋） ♪協力：株式会社リミックス
♪KOTOBAKIREI H.P.：http://www.kotobakirei.jp/
♪メルマガ登録：http://www.kotobakirei.jp/services/

第２回 1930 年代の前衛

瀧口修造の [ 物体 ] 接触 写真 幾何学

光田 由里（美術評論家、DIC 川村記念美術館 学芸課長）

瑛九は現実をいかに捉えようとしたか

大谷 省吾（東京国立近代美術館 美術課長）

吉原治良の「物質」をめぐる思考

加藤 瑞穂（大阪大学総合学術博物館 招へい准教授）

◆主催 ： 大阪大学総合学術博物館
◆定員 ： 60 名 聴講無料、 事前申込不要、 当日先着順 （13:15 より整理券配布）
◆お問い合わせ ： 大阪大学総合学術博物館
TEL ： ０６－６８５０－６７１５
URL ： http://www.museum.osaka-u.ac.jp/

平成 29 年度
大阪大学適塾記念講演会

12 月 4 日（月）

10F メモリアル
ホール

18:00 ～ 20:00

講演１ 「高温超伝導と未来社会：実学と虚学のはざまにて」
田島 節子（大阪大学大学院理学研究科教授）
講演２ 「目指すべき社会を考える：経済思想史の視点から」
堂目 卓生（大阪大学大学院経済学研究科教授）
◆定員：１９０名 ※先着順
◆入場：無料 ※要申込
◆申込締切：11月28日 (火）まで
◆お申込み方法：WEB http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/h29tekijuku_form（Web申込フォーム）
FAX 氏名・住所・連絡先（電話・FAX・メール）ご記入の上、06-6850-5015 まで送信ください。
(WEB、FAXからお申込みいただけない場合は、以下の内容をsympo-info@tekijuku.osaka-u.ac.jpまで送信ください。)
◆お問合せ先：適塾記念会事務局
URL: http://www.tekijuku.osaka-u.ac.jp
住所: 〒560-0043 豊中市待兼山町１－１３（ 大阪大学会館内 大阪大学適塾記念センター）
電話: ０６-６８５０-５０１６ ＦＡＸ: ０６-６８５０-５０１５ E-mail: sympo-info @ tekijuku.osaka-u.ac.jp

みどりのサンタフェスタ「植・食、健康」 シンポジウム
アンチエイジング＆スーパーフード

「健康に華麗に生きる！」

12 月 5 日（火）

【基調講演１】
「美しい体をつくる食と腸の関係 - 常識を覆す最新の抗加齢医学 - 」
山田 秀和（近畿大学アンチエイジングセンター 副センター長
【基調講演２】
「スーパーフードと健康長寿・食はくすり」

10F メモリアル
ホール

13:00 ～ 17:00
開場 12:00 ～

12 月 6 日（水）

7F 講義室 703

近畿大学奈良病院皮膚科教授）

山口 明人（一般社団法人 国際スーパーフード学術機構 理事長

【講
演】
「アンチエイジング・スーパーフードの研究開発の現在と未来」
むくみは老化のサイン？解決法を教えます！
－「しなやかな血管」が「しなやかな身体」を作る－
細尾
美容とスーパーフード
山本
おいしく手軽に食べられるスーパーフード
石堂
健康を水産加工食品から科学する
駿河
産学連携による、植物素材を活用した新たな食の開発
野口
村嶋

大阪大学名誉教授・特任教授）

信悟（日本杜仲研究会）
直樹（アサヒグループ食品株式会社 ベビー&ヘルスケアマーケティング部）
圭一（株式会社ファイン ファインバイオサイエンス研究所）
康平（株式会社紀文食品 国際事業室）
聡子（羽衣国際大学 准教授）
章宏 (株式会社フローレンス 代表取締役)

◆主催：（一社）テラプロジェクト◆共催：（一社）国際スーパーフード学術機構、 近畿大学
◆後援：アサヒグループ食品株式会社、一般財団法人大阪大学産業科学研究協会、株式会社紀文食品、日本杜仲研究会、羽衣国際大学、
株式会社ファイン、株式会社フローレンス（50音順）、他
◆参加費：無料 ※要申込
◆定員：150名 ※定員になり次第締切 ◆申込締切：2017年11月24日（金）
◆申込方法：下記のHPよりお申し込みください。
◆お問合せ：一般社団法人テラプロジェクト みどりのサンタフェスタ 実行委員会
TEL： 06-6312-3407
FAX： 06-6312-3410
E-mail： info@thera-projects.com
◆詳細・お申込：一般社団法人テラプロジェクトHP URL: http://thera-projects.com/news/?c=zoom&pk=173

平成 29 年度

懐徳堂古典講座

禅竹と世阿弥周辺の能を読む
講師 : 天野 文雄 氏
（京都造形芸術大学舞台芸術研究センター所長・大阪大学名誉教授 )

18:00 ～ 19:30

◆お問合せは：（財）懐徳堂記念会事務局 〒560-8532 豊中市待兼山町 1-5 大阪大学文学部内
Tel： 06-6843-4830
Fax： 06-6843-4850
URL： http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitokudo/

大阪大学知的財産センター IPrism 研究会

竹中 俊子 教授講演会

12 月 6 日（水）

ワシントン大学ロースクール教授、慶応義塾大学大学院法務研究科教授、
Seed IP Group オブカウンセル、名取法律事務所 客員米国弁護士

5F 講義室 507

演題

特許権の基本概念再考：オープンイノベーション世代の第二の特許制度

◆参加費：2000円（当日支払いのみ） ※要事前申込
18:00 ～ 20:00 ◆申込方法：①氏名、②所属、③連絡先を明記の上、11/29(水)迄に以下事務局宛に申込下さい。
◆参加申込・お問い合わせ：大阪大学知的財産センター事務局 E-Mail: ipjim@iprism.osaka-u.ac.jp
平日開催

チラシに関するお問合せは、大阪大学中之島センター事務室

TEL：06－6444－2100

土曜日開催

日、祝開催

FAX：06－6444 ー 2338

※公開講座のお申込・お問合せは、各講座のホームページ又はお問合せ先にご確認くださいませ。

