日時・会場

公開講座の名称

10 月 1 日（月）

10F メモリアル
ホール

18:30 ～ 20:00

10 月 3 日（水）

7F 講義室 703

テーマ「阪大発

研究最前線」

3 ： 10 月 1 日（月）
源平合戦と鎌倉幕府の成立
講師：大学院文学研究科・教授

川合

康

■お問い合わせ先：大阪大学共創推進部・社学共創課 公開講座 担当
Tel：06-6850-5016 （土日祝、8月13日(月)～15日(水)を除く9時～17時。）
Eメール：kyousou-syagaku-syakyou@office.osaka-u.ac.jp
■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/h30

平成 30 年度

懐徳堂古典講座

世阿弥の能再読

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/

10 月 11 日（木）

10F メモリアル
ホール

18:30 ～ 20:00

テーマ「阪大発

研究最前線」

4 ： 10 月 11 日（木）
「月に吹く地球からの風」- 月の科学の最前線 講師：大学院理学研究科・教授

寺田

健太郎

■お問い合わせ先：大阪大学共創推進部・社学共創課 公開講座 担当
Tel：06-6850-5016 （土日祝、8月13日(月)～15日(水)を除く9時～17時。）
Eメール：kyousou-syagaku-syakyou@office.osaka-u.ac.jp
■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/h30
Handai-Asahi 中之島塾

10 月 11 日（木）

3F 講義室 304

美しいこの世界を見る脳：視覚脳科学最前線
講師 ： 藤田一郎 （大阪大学大学院生命機能研究科 ・ 教授）

18:30 ～ 20:00
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/

平日開催

土曜日開催

をご覧ください。
日、祝開催

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 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。

10 月 16 日（火）

SIR シンポジウム
パラダイムシフトの発想 2018

講演１ ： 「知財パラダイムシフト並びに事例紹介」
（事例紹介）

10F メモリアル
ホール

玉井誠一郎 （SIR 会長兼理事長）
皆川光男 （株式会社ナノファーム 代表取締役社長）
長尾憲 （株式会社ナガオ屋 代表取締役社長）
講演２ ： 「日本経済のこれからの大変化 ： AI と仮想通貨による革命」
吉田繁治 （SIR 理事、 システムズリサーチ代表）
講演３ : 「科学的人生論～日本の巨悪 ・ ウソ情報を正す～」
武田邦彦 （中部大学教授、 元名古屋大学大学院教授）
＜交流会＞17:00 ～ 19:00 9F レストラン （リーガロイヤルホテル直営） にて講演者を囲む情報交流会

13:30 ～ 16:40 ◆定員 ： 200 名
開場 13:00 ～

※要申し込み ◆シンポジウム参加費 ： 無料 ◆交流会会費 5000 円 （会員 3000 円） 定員 50 名 （先着順）
◆申込方法 ： 講演会及び交流会申し込みは、 下記受付専用又は協会 HP 講演会申し込みから先着順に受け付けます。
◆お問合せ ： 協会 HP のお問い合わせからメールでお願いします。 名称は、 シンポジウム２０１８でお問合せ下さい。
◆詳細 ・ 問合せ先 ・ 申込先 ： ・ 協会 HP （https://www.ipbrand.org/)
・ 受付専用 （https://bit.ly/ipbrand2018)

10 月 17 日（水）

10F メモリアル
ホール

18:30 ～ 20:00

10 月 18 日（木）

テーマ「阪大発

研究最前線」

5 ： 10 月 17 日（水）
日本の財政と将来負担を考える
講師：大学院国際公共政策研究科・教授

赤井

伸郎

■お問い合わせ先：大阪大学共創推進部・社学共創課 公開講座 担当
Tel：06-6850-5016 （土日祝、8月13日(月)～15日(水)を除く9時～17時。）
Eメール：kyousou-syagaku-syakyou@office.osaka-u.ac.jp
■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/h30

近代日本の軍事と軍都・大阪
軍都・大阪の形成過程

3F 講義室 301

小田 康徳 （大阪電気通信大学名誉教授）

18:30 ～ 20:00

◆お問合せ ：〒５６０－００４３大阪府豊中市待兼山町１－１３ 大阪大学会館内
大阪大学適塾記念センター内 適塾記念会事務局
TEL ： 06-6850-5016
FAX ： 06-6850-5015
E-Mail: kinenkai@tekijuku.osaka-u.ac.jp

平成 30 年度
10 月 19 日（金）

7F 講義室 703

懐徳堂古典講座

『太平記』の名場面を読む
- 鎌倉幕府滅亡まで -

講師 : 勢田 道生 氏 （大阪大学大学院文学研究科准教授 )
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/
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。

