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1.今年度の事業概観

1. 今年度の事業概観
21 世紀懐徳堂は、2011 年度も活発な活動を続け、順調に大阪大学の社学連携活動を支援し、推進して来た。21
世紀懐徳堂の事業は、公開講座・催し、学内外との連携、広報・情報発信、活動スペースの運営と大きく 4 つに
分けることが出来る。基本的には昨年度からの継続事業も少なくないが、本年度は、大阪大学創立 80 周年と東日
本大震災とが重なり、事業もこれらとの関係で企画され、実施されて来たものが多い。結果的にそれは 21 世紀懐
徳堂の活動の新しい側面に光を当てることになったと思われる。以下、簡単に今年度の活動を概観し、次年度へ
向けた課題を明らかにしたい。

（21 世紀懐徳堂企画会議 議長 永田 靖）

1）東日本大震災関連事業

するまでには至らなかったことは次年度への課題としたい。

3 月 11 日に、東日本を中心におこった大震災とそれに伴

年度を通じて市内各所で同様のテーマでの公開講座、講演、

う福島第 1 原子力発電所の事故は未曾有の大災害をもたら

シンポジウムが頻発したためか、聴衆は震災にまつわる重

した。21 世紀懐徳堂もこの災害を重く受け止めて、いくつ

いテーマではなく明日への道筋を知りたがっていたためか、

かの企画やプロジェクトを行った。

ここでは即断はできない。ただ、事の如何を問わず現実の

まず、4 月 29 日に緊急シンポジウム「震災のいまとこれ

大きな社会的出来事に機敏に反応した企画を立て実施する

から」と題し、今回の大震災の原因、原子力発電所事故の

ことも、社学連携活動にとって必須のことと理解すること

影響、ボランティア活動のあり方、今後のメンタルヘルス

ができた。

などについて、大阪大学の各専門家を結集して講演とディ

そして年度の最後にはこの一連の企画の次のステップと

スカッションを行った。大変な盛況で、シンポジウム終了

して、大阪大学シンポジウム「日本 いまか ら・ここから…」

後も多くの人たち、とりわけ若い高校生たちがその場に残

を開催した。震災後のこれからの日本の将来のあり方につ

り、パネラーと質疑を交わすなど、熱気のこもったシンポ

いて、大阪大学の経済学、社会哲学、ロボット工学の先端

ジウムになった。改めて大阪大学としての社学連携活動の

的な研究者による講演とシンポジウムを開催し、満員の聴

必要性を感じると共に、日本の未来について真剣に討論す

取の知的好奇心を十分に満足させたのみならず、将来の日

る機会を提供できたことの意義深さを再認識した。

本の現実的な困難さや希望について多様に考えさせた。シ

このシンポジウムは、この場限りで終了するのではなく、

ンポジウムに先立ち、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の一部を

継続的に市民の意識を震災に繋ぎ、必要な専門的な情報を

基にした学生たちによる震災追悼の朗読劇が催されたこと

提供するべきとの認識を生んだ。そこで 21 世紀懐徳堂では、

も記しておきたい。

メールによる市民からの震災関連の質問を受付け、大阪大

むろん課題も少なくはなく、さらに次年度以降にこの関

学の専門家がそれに対して回答するというウェブサイト

連事業を継続することの様々な困難さ、たとえば各企画を

「SQALF～大阪大学 21 世紀懐徳堂東日本大震災プロジェ

担当する教員の多忙さ、経費的なバランスの問題、市民の

クト」を立ち上げた。これによってこのシンポジウムだけ

関心や意識を正確に把握することの難しさ、そして何より

では対応しきれなかった市民の不安や期待に応えることが

も今回の震災という歴史的な出来事を前にした私たち自身

出来たように思われる。概してよいシンポジウムほど次に

の無力さなどは、次年度以降の事業を考える時に参考にし

続く質問を生むことが多い。単発のシンポジウムが別の何

たい。

かに繋がるということが社学連携活動にとっていかに重要
かを実感できたが、もちろんこの種の継続性を生んだこと

2）創立 80 周年記念関連事業

は今回の震災の被害のあまりの甚大さと無関係ではない。

おそらく東日本大震災がなければ、今年度は創立 80 周年

事実これらのプロジェクトを受けて、毎年秋から冬にか

記念事業がもっとも大きなウェイトを占めていたと思われ

けて開講している 21 世紀懐徳堂講座は、さらに地震や津波

る。5 月の連休時に開催されているいちょう祭では、様々

などの自然災害のメカニズムや経済や社会への影響、原子

なイベントが企画されていたが、そのほとんどが中止また

力発電の歴史や未来、ボランティア活動のこれからや心理

延期となった。21 世紀懐徳堂でも「芸術する学問」シリー

的影響とその治癒方法などについて、本格的な連続講座の

ズとして 3 本の講演会を企画していた。これは演劇、音楽、

形で提供した。21 世紀懐徳堂講座は昨年まで中之島講座と

伝統芸能のそれぞれのパフォーマンスとそれに関係した講

いう名称で開催されて来た大阪大学のもっとも伝統のある

演や対談とを掛け合わせる新しい形式の講演会で、5 月の

公開講座である。いわゆる固定的な聴衆も少なくはないが、

連休中に予定していた。大阪大学が企画した他の催事が中

もっと新しい聴衆層を開拓する必要は常に痛感して来た。

止の措置をとられたのに準じて、企画内容の良さゆえ中止

今年度の震災や防災に関する講座はその意味でも期待する

するのではなく、秋に延期された。事実、大盛況で、大変

ところもあったが、実際のところあまり新しい聴衆を開拓

な好評を博し、定例化を希望する声も聞こえた。

4

2011年度

大阪大学21世紀懐徳堂の主な取り組み

分類
公開講座・催し

社学連携
事業等の支援

名称

場所

年1回（特別開催）

297名

大阪大学中之島センター

大阪大学シンポジウム
「日本、いまから・ここから…」

年1回

437名

毎日新聞社オーバルホール

大阪大学21世紀懐徳堂講座（第43回）

9～12月、全14講座

サブテーマA「震災と原発ー安心を築
く」延べ273名、サブテーマB「復興の知 大阪大学中之島センター
―暮らしと心」延べ312名

大阪大学21世紀懐徳堂
創立80周年記念スペシャル「芸術する学問」

本学創立80周年を記念 10/8演劇107名、11/4音楽225名、11/23 10/8および11/4は大学会
し、特別開講
落語214名
館、11/23は中之島センター

Handai-Asahi中之島塾

四半期毎に4～5講座

大阪大学21世紀懐徳堂i-spot講座

前期・後期、
各6講座

大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

月1回

大阪・京都文化講座

前期・後期、
各8講座

植物探険隊

春・秋に各2回ずつ

大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画

不定期

ラボカフェ

毎月複数回

86回 計2,659名
アートエリアB1
（うち、3月実施の5回は参加者数不明）

21世紀の懐徳堂プロジェクト

通年

11月に「アートアセンブリー」開催
毎月「月刊島民」発行

全4期21講座で974名

名義使用

37件

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

備考

●
3/4
SQALF～大阪大学21世紀懐徳堂 東日本大震災プロ
ジェクトの一環として開講

●
10/8
演劇

●
●
11/4 11/23
音楽 落語

10/8演劇＝「歴史を見る視点」、11/4音楽＝
「ベーゼンドルファー1920演奏とお話」、11/23
落語＝「中之島は文化の蔵屋敷」

大阪大学中之島センター

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

8月の小学生と保護者向けの講座は好評につき2回
開講
2011年度は東京キャンパスへサテライト中継も実
施

●
12/18
第1回

中之島周辺、他

●

●
3/17
第2回

大阪大学21世紀懐徳堂、大阪音楽大学連携支援セ
ンター、豊中市の連携事業による新シリーズ
主に学内公募窓口および21世紀懐徳堂ホームペー
ジでの広報を担当。マンガカフェについてはチラ
シデザインも




アートアセンブリー

（財）大阪21世紀協会、大阪市、月刊島民との協
働事業

イシバシ・ハンダイ映画祭

金水教授担当、CSCD科目

大阪大学21世紀懐徳堂スタ
ジオ、ギャラリー、楽屋

9件
44件

21世紀懐徳堂ホームページへのイベント情報掲載（21世
紀懐徳堂の主催分含む）

176件

社学連携関連授業

前期、後期で計12件

アウトリーチ活動支援

支援は通年、部局アン
ケートは9月、ヒアリ 63件（アウトリーチWEBへの掲載以外）
ングは9月～2月
4月～5月

7月

4件

その他（ポスター掲示、チラシ配架、備品貸出等）

理学研究科 生物学専攻ポスタープロジェクト

6月

前期「大坂・京の文彩―文学が織りなす
立命館大阪キャンパス
二都のすがた」大阪530名、東京246名
（立命館東京キャンパスに
後期「大阪・京都の風土と景観」大阪
同時サテライト中継）
578名、東京256名
大阪大学21世紀懐徳堂スタ
計112名
ジオ、待兼山周辺
第1回「待兼山クリスマスコンサート」 大阪大学会館講堂（第1
368名、第2回「ユース合唱フェスティバ 回）、アクア文化ホール
ル」320名（170名の出場者含む）
（第2回）

164件（うち136件は授業）

依頼に応じて
随時対応

5月

2011年
1月

●
4/29

前期＝「研究者と考える災害」「ちっ
ちゃいけどすごい！」の2シリーズ211名 大阪市まちづくり情報発信
後期＝「いろんなものさし」「研究者と 施設アイ・スポット
歩くまち」の2シリーズ206名
大阪ガスクッキングスクー
12講座 計318名
ル千里

会場提供

学生アルバイト謝金

活動スペース
運営

延べ受講者・参加者等

大阪大学【緊急】シンポジウム
「震災のいまとこれから」

講師派遣

広報・情報発信

頻度

2010年
4月

理学部生物科学科1・2回生11名が参加

随時対応

大阪大学21世紀懐徳堂ギャ
ラリー、スタジオ 他

まちかねておはこ祭●7/15

8/24●
アウトリーチWEB開設

部局担当者または21世紀懐徳堂関係教員ヒアリング

アンケート

大学院理学研究科

いちょう祭展示用の研究紹介ポスター制作を支援

21世紀懐徳堂ホームページ
内特設サイト

SQALF～大阪大学21世紀懐徳堂東日本大震災プロジェクト4月～

部局

●

●

4/29

3/4

6月～8月Q&A

緊急シンポ

9月～12月「震災・復興」特集の「21世紀懐徳堂講座」

シンポ

来年度も、SQALFサイト内で関連情報公開を継続
する予定
今年度公開したイベント情報178件、ニュース記事
46件

大阪大学21世紀懐徳堂ホームページ

随時更新

月平均約4115ビジター

大阪大学21世紀懐徳堂だより

年4回程度

8,000～10,000部発行

学外・学内に配布

大阪大学21世紀懐徳堂メールマガジン

月2～6回程度

登録者約800名(2012年3月現在）

過去の公開講座受講生

みのおFM「まちのラジオ」

毎月第2(木)＋再放送

学外媒体掲載（TV・新聞・タウン紙等）

随時

掲載等の実績27件

学内媒体掲載

随時

掲載等の実績18件

活動スペース提供（スタジオ、ギャラリー、楽屋）

随時

イベント時の利用人数合計2,026名、他

問合せ対応等

平日9:00～17:00

●
vol.4

北摂エリア

●

大阪大学21世紀懐徳堂スタ
ジオ、ギャラリー、楽屋
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6月に発行したvol.5は小中高生向け特集

●
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●

2011年4月にリニューアルオープン

創立 80 周年記念事業の一つに、大阪大学会館改修の完成

業とは教員にとってもっとも身近な社会への還元の試みで

があった。本学関係者はもちろん、財界などからも多くの

ある。今後も一層、社学連携をテーマにした教育には協力

寄附を募って完成したこの改修事業は、大阪大学の豊中キ

して行きたい。

ャンパスに待望のモニュメンタルな建築をもたらすことな
った。1928 年に完成した旧浪速高等学校講堂（イ講堂）が

4）自治体との連携

老朽化していため、長らく改修が待ち望まれていたが、よ

今年度は自治体との連携も一層進んだ。石橋商店街との

うやくその日本モダニズムの香りを漂わせるアールデコ様

連携は大小の規模で持続的であるし、大阪市との連携の講

式はそのままに、斬新な設備を備えた美しい講堂に生まれ

座 i-spot 講座も毎回大好評である。箕面市との連携講座も

変わった。それに伴い、21 世紀懐徳堂スタジオも新たに改

継続され、羽曳野市との連携講座も続いている。新たに池

修され、およそ 80〜100 席のキャパシティを持つブラッ

田市の活性化事業について求めに応じて、スタッフ 2 名は

ク・ボックス型多目的スタジオとなった。照明機材その他

会議に参加して来た。残念ながら池田市の企画は実現され

本格的な機材がなく、専門的な公演やワークショップなど

ていないが、豊中市との連携事業は進んだ。豊中市の発案

には使い勝手の悪かった今までのスタジオが本格的なブラ

で、同じ豊中市内にある大阪音楽大学連携支援センター、

ック・ボックスとなり、多くの教員や学生の社学連携事業

そして 21 世紀懐徳堂との三者共催によるコンサート「待兼

に貸し出されている。また事務部のあるギャラリーも以前

山クリスマス・コンサート」を企画し、新装なった大阪大

のホワイト・ボックスのイメージそのままに生まれ変わり、

学会館で大好評のうちに終えることができた。また豊中市

事務と教員や学生たち、あるいは市民との出会いの場とし

からは、次年度に「文化ボランティア養成講座」を企画し

て機能し始めている。

てその実質的な講座の立ち上げと運営を依頼され、現在準
備中である。自治体との連携は 21 世紀懐徳堂の進める社学

3）アウトリーチ活動支援と社学連携関連授業

連携活動の柱になりつつあり、大阪大学の研究活動の一端

本年度、着手された新規事業の中で大きなものは「アウ
トリーチ活動支援事業」である。大阪大学は昨年度アウト
リーチ活動を推奨することを決めているが、あまり思うよ

が自治体の活動の中で一層結実することが望まれている。

5）広報・情報発信事業

うな進展が見られなかった。その窓口が 21 世紀懐徳堂とな

継続事業で大好評を博しているものも少なくない。待兼

っていることから、懐徳堂内部でも議論をし、準備を進め

山を植物観察する「植物探検隊」や、大阪ガスとの共催講

ることができた。

座「アカデミクッキング」、朝日カルチャーセンターとの共

まず学内部局に対してアウトリーチについてのアンケー

催講座「Handai-Asahi 中之島塾」、立命館大学との共催講座

トとヒアリングを行った。秋以降に 21 世紀懐徳堂スタッフ

「大阪・京都文化講座」
、箕面 FM との連携ラジオ番組、そ

が個別に部局を訪問して、部局の生の声を拾って来た。そ

して CSCD が主として関わって来た「ラボカフェ」など、

の内容は別途報告書にもまとめられる予定だが、部局がア

一般に広く知られ始めている企画は少なくなく、これらは

ウトリーチをどう実施し、どう考えているのかを理解する

大阪大学の一つの顔となってきた。

大変よい資料となった。それを基にしてアウトリーチ活動

これらの人気事業を俟つまでもなく、情報発信について

をどのように支援するのがよいのか、スタッフ内で議論を

はかなり活発化して来た。ホームページ、メールマガジン、

重ねて、支援カタログを作成することができた。

ニューズレター「21 世紀懐徳堂だより」などレギュラーな

アウトリーチ活動と言っても教員の理解は様々だが、国

広報媒体は、充実し、社学連携活動を支えていると言って

民の税金を使って研究している以上、その成果を何らかの

よい。ただ、大阪大学の各部局や各教員が地道に続けてい

形で市民に公開し還元していくことは必須のことと思われ

る社学連携活動は無数に存在しているが、その全貌をなか

る。研究と教育に多忙な教員に、さらに市民への研究成果

なか一覧できるまでに至ってはいない。今後は大阪大学内

公開をただ求めるばかりではなく、21 世紀懐徳堂はそのお

の社学連携活動の情報を集約し、情報発信していくことが

手伝いをすることができるということを今まで以上に学内

求められる。

に周知したい。博物館や CSCD、また広報係などとも連携し
て、次年度から本格的に活動支援を行える地ならしが出来

全体としてみれば、今年度も非常に活発に社学連携活動
を行って来たと言えよう。昨年度からの継続事業も、また

たと考えられる。
その点では、教育への支援が着実に増えていることは頼

新規事業も十分に展開できた。次年度には事務組織や運営

もしい。大阪大学の教育そのものが社学連携のテーマや内

組織の再編が考えられているところであるが、これまでの

容を含むものは少なくない。それら社学連携関連授業を 21

実績と経験を踏まえれば一層の活動を行って行けると考え

世紀懐徳堂は、スタジオの貸し出し、あるいは研究内容の

たい。そのためには縦に割った組織ではなく、大学本体の

ポスター展示などを通して、支援している。支援授業につ

広報活動はじめとして各部局との横の、しかも密な連携が

いては、今年度はのべ 8 名の教員、10 科目の授業を数え、

今以上に求められる。

着実に大学の教育活動の中にも実績を残し始めている。授
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-1. 大阪大学【緊急】シンポジウム「震災のいまとこれから-私たちに何ができるのか-」

2-1. 大阪大学【緊急】シンポジウム
「震災のいまとこれから―私たちに何ができるのか―」
2011 年３月 11 日に発生した「東日本大震災」。日本の根幹を揺るがす大災害であり、震災に伴う福島第一原発の
事故は大きな被害をもたらした。大阪大学の教職員・学生は、ただちに行動を起こし、現地での救助活動や放射
能被害への救援・調査などのボランティア活動に駆けつけた。当時の鷲田清一総長の発案で、その現地調査結果
や現状の研究成果を報告し、今後の指針となるべき情報を市民に報告するため、
「緊急シンポジウム」として震災
から約１ヶ月半という短期間で開催した。震災に関する市民の関心は高く、ホール定員を大幅に超えての応募が
あったため、シンポジウムをモニター視聴できるサテライト教室を別室に設けて対応した。

（荒木 基次）

・日時／2011 年４月 29 日（祝・土）13:00〜17:00
・対象／一般
・参加者／297 名（ホール 177 名＋サテライト教室 120 名）
・会場／大阪大学中之島センター・佐治敬三メモリアルホール
・参加費／無料（要申込）
・申込み／大阪大学 21 世紀懐徳堂
・主催／大阪大学

ポスター（B２）

課題

成果
大阪大学は 2011 年５月１日に大学創立 80 周年の式典を

大震災に際して、
「現場からの報告」と言った緊急性をも

迎える予定であったが、東日本大震災の発生に伴い、すべ

ったため、会場の準備も限られ、担当教員の調整も困難を

ての行事を中止、または延期とした。大震災については、

極めたが、パネリストの先生方の責任感と高いボランティ

発生当初から全学を上げて取り組み、教職員や学生ボラン

ア意識で高い成果を残せたと考える。

ティアが現地へ入った。原子力発電や放射能対策、地震や

シンポジウム後に浮かび上がったのは、広範囲の取り組

津波などの防災関連の研究者達も、災害地での調査研究と

みを行った大阪大学の総合大学としての実力が、いままで

救援活動へとシフトし、原子力工学から被災者の精神的な

になくはっきりとした。反面、採り上げる分野が多岐にわ

ケアまで、総合大学としての力を総動員することとなった。

たるので、時間的に割愛する分野も出た。

その中から得られた成果を、即時性をもって緊急シンポジ

その物足りなさは、秋期に行なった「大阪大学 21 世紀懐

ウムという形で提示できた。また幅広い分野において各専

徳堂講座」において、解消したいと考え、講師の先生方の

門家の研究報告を市民に報告することができ総合大学とし

ご好意もあって幅広いシリーズ講座が可能となった（詳細

ての姿が浮かび上がった。聴衆にも大きな反響を得たと思

は「2-3. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座（第 43 回）」/P16 参

われ、シンポジウム終了後の会場では各専門家の先生方に、

照）
。

熱心な質問が相次いだ。特に高校生たちが、積極的に自分

反省点として、別室モニタールームでは、講師がスクリ

たちが暮らす社会への不安を質問し、熱心に将来への希望

ーン上で指示するポインターが見づらいという声があった。

を語りかけていたのが印象的だった。
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大阪大学【緊急】シンポジウム「震災のいまとこれから―私たちに何ができるのか―」概要

約１ヶ月半前に起こった東日本大震災は関西といえども
多大な影響を与えており、短期間での募集にもかかわらず、
あっという間に定員に達した。その後も応募はとどまるこ
とが無かった。年齢層も幅広く、中学生から高年齢層まで
多くの申込者があった。そのため、会場の内容をモニター
視聴できるサテライト教室を用意し、応募者に追加対応す
ることが出来たが、それでもお断りする方も出た。
全体の進行は、門村幸夜産学連携本部特任准教授の司会
で始まった。続いて鷲田総長のあいさつがあり、鷲田総長
発案の関西在住の文化人や経済人に呼びかけた「ささえよ
う日本

関西からできること」のキャンペーン・ロゴや東

満員の熱気に包まれた佐治敬三ホール

北の新聞社に呼びかけた新聞広告の紹介があった。

■プログラム
【第１部：いま】
地震はなぜ起こったか：
・廣野哲朗（理学研究科・准教授）
福島第一原発で起きていること
・山口

彰（工学研究科・教授）

今後の原子力：
・片岡

勲（工学研究科・教授）

＜ホール・ディスカッション＞
◎ファシリテーター：望月正人（工学研究科・教授）

7 階別室へのサテライト中継風景

＜休憩＞
【第２部：これから】
我々にできること：
・渥美公秀（人間科学研究科・教授）
こころのケア・まるごとのケア
・稲場圭信（人間科学研究科・准教授）
放射能汚染調査
・藤原

守（核物理研究センター・准教授）

暮らし・コミュニティ再生…我々がなすべきこと
・森栗茂一（コミュニケーションデザイン・センター・教授）

「ささえよう日本

関西からできること」ロゴの紹介

まちの再生・復興
・加賀有津子（工学研究科・教授）
＜ホール・ディスカッション＞
◎総合司会・ファシリテーター：
・門村幸夜（産学連携本部・特任准教授）
ロゴデザイン：荒木基次
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■第１部：いま
第１部は、
「いま」をテーマに、現時点でも余震が続くな
かで、理化学研究科の廣野哲朗准教授から地震のメカニズ
ムについての話があり、最大の関心事である原発事故の現
時点の安全性について工学研究科の山口彰教授が解説した。
続いて工学研究科の片岡勲教授が、今後の福島第一原子力
発電所や原子力のあり方について解説した。
関西は阪神淡路大震災を経験しているが、15 年経って、
それを上回る規模の大地震であり、原発の放射能汚染とい
う短期的には解決できない問題もはらんでいる。すぐには
解決できない問題だが、その後のホール・ディスカッショ
ンでは、工学研究科の望月正人教授の司会で、廣野・山口・

山口教授による福島第一原子力発電所についての解説

片岡教授らとともに現時点での対応策や留意点などが話し
合われた。

■第 2 部：これから
第２部は、
「これから」をテーマに、被災者にいかに寄り
添えるかという問題を人間科学研究科の渥美公秀教授が講
演した。つづいて被災地における宗教者のネットワークな
ど、宗教が被災地へ社会貢献している現状を人間科学研究
科の稲場圭信准教授が報告した。続いて、現地での放射能
汚染の状況を核物理研究センターの藤原守准教授が報告し、
ボランティアや復興支援に向けての行動をコミュニケーシ
ョンデザイン・センターの森栗茂一教授が解説した。最後
に震災後のまちの復興について工学研究科の加賀有津子教
授が講演した。

第 1 部のホール・ディスカッション

後半は、５人の講演者とファシリテーターの産学連携本
部・門村幸夜特任准教授が、具体的なボランティア活動へ
の留意点や、これから何をしていかねばならないかの問題
点をホール・ディスカッションの形で話しあった。
緊急開催ではあったが、多分野での震災への取り組みか
ら見えてきた総合大学としての大阪大学の実力が市民に認
識していただけたと考える。その逆に、当時、抱えている
問題が大きすぎたため、絞り込んで具体的提案をして欲し
いとの声も聴かれた。そのために後日、21 世紀懐徳堂のホ
ームページに「SQALF（スカルフ）」というサイトを設け、
具体的な質問にシンポジウムのパネリストが回答するとい
う形をとった。
（詳細は「4-1. SQALF～大阪大学 21 世紀懐
SQALF ロゴ

徳堂東日本大震災プロジェクト.」/P88 参
照 ）
。
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大阪大学 21 世紀懐徳堂シンポジウム

アンケート結果より（抜粋）

Q4.本シンポジウムに参加された理由を教えてください（複数選択可、N=244）
回答者
（人）

テーマに興味があった

224

テーマに興味が
あった

224

上司や指導教員に勧められた

42

発表者やタイトルに魅力があった

9

その他

42

発表者やタイトルが
魅力的だった

9

上司や指導教員に
勧められた
その他

21

21
0

50

100

150

200

250

・「その他」の内容：テレビや新聞で知る以外の震災の情報を得たかった、自分に何ができるか考えたかった、
大阪大学の取り組みを知りたかった

等

Q6.本シンポジウムのテーマや運営に関して、お気づきの点やご意見がございましたらお書きください。
・それぞれの専門家らの説明や見方を示すだけで、ばらばらな意見をまとめ提言するようなディスカッションが必要。平場から
の意見や質問をもっと取り上げなければ内容が深まりません。
・50 日目今自分ができること、やるべきことは何かと日々悩んできました。そのヒントが欲しくて参加しました。各分野の先
生方の講演から、新しい発見、再認識があり、少し楽になりました。地元阪大も発信し、頑張っておられることも勇気をもら
い、自分ができることをやっていく足掛かりとなりました。感謝いたします。
・発表、研究が目的ではだめ。→行動に移せること、移すこと→国として恥じないようにしていく先頭を走ってほしい。関西、
大阪大学としての発信が大切。継続、定期的な原子力発電を含めたシンポを行ってほしい。シンポは第 1 歩でしかない。大阪
のおせっかい、大阪のおばちゃんの指摘はスルドイデー。東京的形式主義に陥らないようにしてください。
・地震と原子力（原発）は今回たまたま原子力の事故が地震に起因するものであったので仕方ないのかもしれないが、セットで
考えるものではないと今回のシンポジウムでさらに思いました。大学として何をすべきか、学生に対して、そして大阪大学が
目指す地域に開かれた大学ということから一般市民に対して世の中にあまた流れる情報を整理し、また先生方の見解を加えて
もっと発信すべき。全国民がもっと地震のこと原子力のことを知らねばならない。そのために大阪大学は頑張ってほしい。
・大学において横のつながりが強調されたことは意外であった。行政だけの問題ではなかった。これを機会に、総合的な提案が
でき、行政に反映させてほしい。
・本日のイベント、大変有意義でした。阪大に限らず、研究者の皆さんは国民のため（国のため）に声を上げてください。正し
い情報に基づき、正しい理解を広めれば守れる命は多くなるはずです。医師のピポクラテスの誓いではありませんが、学者の
皆さんの倫理観がとても大切な世の中になっているように思い、お願いいたします。
・今回の震災は、ある意味で今までの日本のあり様を明らかにしたように思います。原子力に対するタブー（絶対安全でなけれ
ばならない、事故は起きない、しかし万一の時災害が起こってしまったらその対応をどうするかは考えていなかった）効率的
な工業社会を作ってきたように思いますが、意外に弱かった。今後の技術開発の方向はどうすべきか。タブーなしで議論でき
る情報発信に大阪大学がなるよう、期待します。
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-2. 大阪大学シンポジウム「日本、いまから・ここから…」

2-2. 大阪大学シンポジウム
「日本

いまから・ここから…」

2011 年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」から約１年。日本はまだまだ残る放射能の影響や世界的な景気の
不透明さで、ある種の閉塞状況にあると考える。震災や経済のことは幅広い年齢層にさまざまな影響をあたえて
いると言える。いま、この閉塞状況を打破するために、大阪大学の英知が日本の新しい方向性を示せたら、震災
から１年後の節目としての意義があるのではないかと企画した。特に将来を担う 30 歳以下の若者たちへ、大阪大
学の「知のスペシャリスト」が語りかけるシンポジウムとしたいと考えた。

（荒木 基次）

・日時／2012 年 3 月 4 日（日）13:30〜17:30
・対象／一般（特に 30 歳以下の若者へ訴求）
・参加者／437 名（申込数 604 名）
・会場／毎日新聞社大阪本社地下１階オーバルホール(大阪市北区)
・参加費／無料（要申込）
・申込み／大阪大学 21 世紀懐徳堂
・主催／大阪大学
・後援／毎日新聞社 大阪本社

ポスター（B２）

課題

成果
ポスター・チラシ・新聞広告と広範囲に募集告知をし、

大震災から約１年とあって市民の関心は高く、また当日

学内の動画情報掲示板「O+PUS」やインターネットなどで

はあいにくの雨模様にも関わらず 437 名の参加者を得た。

も鋭意、告知した。その結果、総数 604 名の定員を大幅に

ポスター・チラシ・新聞広告に「U30 若者、必聴！」と銘

上回る参加申込みがあった。終盤には多くの申込みをお断

打ったが、30 歳以下は全体の 14.6％にとどまった。絶対数

りした。そこで参加できない方のために「U-Stream」での

が少ないせいなのか、意識が低迷しているのか、若者への

同時配信をウエブ・デザイン・ユニットの協力のもと、急

動員呼び込みは一考の余地があった。参加した若者の声と

遽、開設した。

して、もっと同年代が参加すべきだとの意見もいただいた。

参加者の反響は大きなものがあり、アンケートでも「満

問題が広範囲にわたる中で、まだまだ市民の意識として

足」と「期待通り（以上）」を合計すると 92％にも上り、

は「具体的な答えが欲しい」との意見もあり、半日だけの

不満はたったの１％だった。

シンポジウムで答えや具体的な方向性にまで踏み込めなか
ったのは課題が残る。しかし、見方を変えれば、それほど
までに複雑に絡み合っている閉塞感であり、簡単に答えの
出せない状況にもあり、継続的な思考が求められていると
感じた。
ただ、安易に答えを他人から得るのではなく、現状認識
と問題を各個人がひとり一人解決して行かねばならないと
いう、こちらからの意図は伝わったと考える。
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大阪大学シンポジウム「日本

いまから・ここから…」概要

■プログラム
挨

拶：平野俊夫総長（約 10 分）

第１部：
朗読劇「アルビレオの観測所−−−レクイエムから明日へ」
（宮沢賢治『銀河鉄道の夜』より）
（約 30 分）
出演：「文学研究科演劇学研究室
＋アートメディア論コース」の学生たち
第２部：

第 1 部のパフォーマンス

講演「私たちの未来選択」
（各約 40 分）
大竹文雄：社会経済研究所・教授
小林傳司：コミュニケーションデザイン・センター・教授
石黒

浩：基礎工学研究科・教授

第３部：
座談会「教えて！
司

会：西

これからの日本」（約 60 分）
靖

参加者：大竹文雄・小林傳司・石黒浩、各教授
総合司会：西靖氏（本学法学部卒業生・毎日放送アナウン
サー）

総合司会は毎日放送の西靖アナウンサー
（本学法学部卒）

大竹文雄教授の講演

小林傳司教授の講演

平野俊夫総長の挨拶

石黒浩教授の講演
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-2. 大阪大学シンポジウム「日本、いまから・ここから…」

■第１部：朗読劇「アルビレオの観測所−−−レク
イエムから明日へ」

■第 3 部：座談会「教えて！これからの日本」

平野総長の挨拶に引き続き、朗読劇でシンポジウムの幕
を開けた。13 人の学生たちが白を基調としたシンプルな衣
装で登場。東北を代表する詩人宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』

第３部は、西靖氏司会で大竹・小林・石黒教授らとの座
談会。
西氏から「日本の現状」についての問いかけで始まった。

を題材に、震災被災者への鎮魂と、明日への希望を託す、

小林教授は実体験をふまえ、「高度成長期と違い、いまは

詩を朗読。会場は不思議な静けさに包まれた。文学研究科

何が成長か分かりにくい」と語り、大竹教授は「働いてい

の永田教授もカンパネルラの父親役として登場。大阪大学

る人一人当たりの生産性は上がっているが、働いていない

の学問・研究の幅の広さを披露した。

人が増え、人口も増えていないので、日本全体としては量
的に成長していない」と解説した。石黒教授は「世界的に

■第 2 部：講演「私たちの未来選択」

見て技術はどんどん進歩している。それが日本人の利益に

舞台転換後、社会経済研究所の大竹文雄教授が、データ

直結していないだけで、キャッチアップしていけば良い」

をもとに、昨今の日本が置かれている現状を分析した。少

と将来への明るさを述べた。また新技術は職を奪うのでは

子化と長寿化が招く人口構成のいびつさ、財政破綻へ結び

ないかという意見と、新しい技術は新しい職を生むといっ

つく危機的な状況、投票行動と社会保障の関係、格差と貧

た反論。人は、今以上の便利さを求めているだろうかとい

困、技術革新と失業、人生の成功に対する日本人の価値観

った疑問に対し、変化が無ければ発見が無い、変化の中で

の変化などを具体的に提示した。「財政的幼児虐待」「民主

新しい意識を生むべきだといった白熱した意見が交わされ

主義の生物学的限界」などという刺激的なキーワードも出

た。

た。さまざまな要因から、将来へ期待していない若者へ向

座談会は、科学技術と人間の幸福論にまでおよび、これ

けて、利他的な価値観を持って、問題解決に当たって欲し

からの科学技術への信頼性の見直しと意思決定のためへ情

いと要望した。

報リテラシーを高めることが必要だといった深い議論が続

２番目はコミュニケーションデザイン・センターの小林

き、予定時間をオーバーして締めくくられた。

傳司教授。高齢化する団塊の世代へ向けて「一度、成功体
験を捨てるべき」と語り始めた。自然へのつきあい方を

最後に江口太郎理事・副学長 が 21 世紀懐徳堂学主として

1755 年のリスボン大地震での啓蒙思想家ルソーを例に挙

のお礼の言葉を述べ、４時間を超えるシンポジウムを締め

げ、日本人の自然観の変化を解説した。福島第一原子力発

くくった。会場からは多くの拍手が寄せられた。

電所の事故に対しては「民主主義体制の先進国が起こした
歴史上初めての大事故」だとし、「科学者だけで答えが出
せないトランスサイエンスの領域だ」と指摘した。科学だ
けではなく、また政治だけでなく、30〜40 歳の意見や、中
高生の意見までもが反映されるべきだとして「議論自体の
イノベーション」を提言した。
３番目は基礎工学研究科の石黒浩教授。未来を形作るに
は科学技術の進化を止めることはできないとし、その前に
人間への理解なくして科学技術は成り立たないと語った。
しゃべる家電製品などを例に挙げ、「科学技術が進めば進
むほどヒトっぽくなる」と指摘した。さらに「新製品を作
ること自体が、人間を理解する研究。しかし、毎年のよう
に新製品が出るのは、結局、人間のことがよく分かってい
ないからだ」と解説した。人間そっくりのアンドロイドや、
人形のような形の携帯電話が拓く未来的な研究も披露し、
「技術開発を通して、精神と肉体にまたがる人間性につい
て理解を深めていけば、最終的には『どう生きていけばい
いのか』ということも分かると期待する」と語った。
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写真左上：大竹文雄教授、右上：小林傳司教授、
左下：石黒浩教授、右下：江口太郎理事・副学長

第 3 部 座談会「教えて！

これからの日本」

大阪大学 21 世紀懐徳堂シンポジウム

アンケート結果より（抜粋）

Q1.本日のシンポジウムはいかがでしたか？
回答者

割合

（人）

（％）

どちらともい
えない
2%

不満
1%

無回答
5%

シンポジウムはいかがでしたか

期待通り（以上）だった

期待通り（以上）だ

満足

った

111

45%

満足

118

48%

どちらともいえない

4

1%

不満

2

1%

13

5%

無回答

満足
47%
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期待通り（以
上）だった
45%

どちらともいえない
不満
無回答

2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-3. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座（第 43 回）

2-3. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座（第 43 回）
大阪大学は、1968 年に国立大学で最初に公開講座を実施しました。当初は「大阪大学開放講座」という名称で、
開講してきましたが、2004 年に「大阪大学中之島講座」と名称を改め、中之島センターを主会場として開講して
きました。創立 80 周年を迎えた 2011 年には、本学の社学連携活動の基幹講座として、「21 世紀懐徳堂講座」と
改称し、連綿と続く社会貢献の伝統を引き継ぐことになりました。本年は特に未曾有の被害となった東日本大震
災に対し、大阪大学の知によってこれから未来をどのように拓いてゆくことができるのかをテーマに、受講者の
皆さんと共に考えてゆく講座を開講しました。本講座は、今後も本学の誇る講師陣により、諸問題を様々な角度
から掘り下げ、さらに充実した内容で多くの市民の方々とともに学ぶ公開講座を目指してゆきます。（野瀬直則）

・対象／一般・学生
・会場／大阪大学中之島センター
（大阪市北区中之島 4-3-53）
・受講料／サブテーマ A（6 講義）・B（8 講義）
サブテーマ A（6 講義）をすべて受講する場合 6,200 円
サブテーマ B（8 講義）をすべて受講する場合
A,B の 14 講義すべてを受講する場合

7,200 円

9,200 円

全 14 講義のうち、1～数講義を選択受講する場合
1 講義あたり 1,500 円
・受講者数／サブテーマ A 延べ 273 名、サブテーマ B 延べ 312 名
・申込み／大阪大学 21 世紀懐徳堂 TEL.06-6850-6443
・主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂
・時間／原則として 1 講義 90 分
・開催頻度／年 1 回主に秋季
・講座立ち上げ時期／1968 年
受講生募集パンフ表紙

成果

課題

第 43 回の共通テーマは「ここから拓く未来」とし、「A:

本年は、一般の方々が関心を持たれるであろうと想定し

震災と原発－安心を築く」」
、
「B:復興の知－暮らしと心」の

た内容での開講であったが、全体的に一部の永年受講され

二つのサブテーマを設定した。

てきたリピーターの方々以外の受講生が少なく定員の半分

サブテーマ A では、主に地震や地震の揺れのメカニズム、

程度の数であった。企画段階から内容、日時決定までに時

原子力発電の在り方や放射性物質の分布など、今回の震災

間を要したことと、内容をわかりやすく見せる広報の方法

の具体的な部分について、詳細なテキストによりわかりや

も考える必要がある。

すくい事例を挙げて講義が行われた。サブテーマ B では、

また、あらゆる年齢層の受講生の利便性を考慮した開講

震災からの復興に向けた人々の生活や取り巻く環境整備、

時間や曜日の検討を図る必要があるが、スタッフの勤務時

医療や心の在り方、経済復興等多角的に講義が行われた。

間や多忙な中準備いただく講師の都合も考えながら、本講

受講者のアンケートによると、講師陣の熱心な講義に対

座を所掌する委員会等で、来年度以降、大阪大学らしい新

し好感がもたれており、大学の果たす役割の重要性が問わ

たな「公開講座」としての在り方も踏まえ議論を進める必

れ、不安がつのる諸問題に対して、個人レベルでの理解が

要がある。

深まったという声が多く聞かれた。

16

第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂講座

◎サブテーマＡ「震災と原発

共通テーマ「ここから拓く未来」

－安心を築く」

■A-1「東日本太平洋沖地震から何を学んだか？

来る南海地震に備えて何をすべきか？」
今回の 3/11 地震はなぜ想定外だったのか？ 事前に把握 されていた情

廣野 哲朗

報、されていなかった情報を整理するとともに、今後に起きうる地殻変

（大阪大学大学院理学研究科・准教授）

動（誘発地震）の可能性について説明します。また、来たる東海-東南海

9／14（水）18:30〜20:00
申込者数

-南海地震に向けて、現在、どのような地震研究・減災対応が進められて
いるのかを紹介しつつ、地震発生を岩石の破壊と摩擦の物理といった視

44 名

点で解明しようとする研究を解説します。

■A-2「地震の揺れと建築の耐震」
宮本 裕司

建物の地震被害は建設されている地盤によって大きく異なってきます。

（大阪大学大学院工学研究科・教授）

建物が地盤の影響を受けてどのように揺れ、被害が発生するのかを分析

9／16（金）18:30〜20:00
申込者数

することは、地震に強い建築物を設計するために大変重要です。本講義
では地震の揺れと建物の耐震について分かりやすく説明します。

40 名

■A-3「原子力発電のこれまでと今後ー福島原発事故をうけて－」
片岡

勲

原子力発電について、その仕組みや安全性、これまでの経緯について、

（大阪大学大学院工学研究科・教授）

また福島原発事故を今後どのように収束していけばよいかについて、エ

9／28（水）18:30〜20:00
申込者数

ネルギー問題や国、地方自治体の安全管理体制も含めて解説します。

48 名

■A-4「都市から今後のエネルギーシステムを考える」
低炭素社会構築の必要性からこれまで論じられてきた再生可能エネルギ

下田 吉之

ーの普及拡大や省エネルギーの推進が今回の震災以降の諸事象の中で強

（大阪大学大学院工学研究科・教授）

い関心を集めています。需要側（都市）からの視点で、再生可能エネル

10／5（水）18:30〜20:00
申込者数

ギーやスマートグリッド、省エネルギー等エネルギーシステムの今後の

42 名

あり方について紹介します。

■A-5「福島第一原子力発電所から出た放射性物質の分布」
藤原

守

核分裂反応による原子炉の仕組み、そこから作られる放射能（核分裂生

（大阪大学核物理センター・准教授）

成物）、福島原発の事故とチェルノブイリ原発事故の違い、放射線被爆

10／12（水）18:30〜20:00

についての常識などを説明し、土壌放射線マップ作成に至る経緯、現状、

申込者数

今後の課題について議論します。

47 名

■A-6「原発事故の生物に対する影響を正しく理解するために」
中島 裕夫

近年薄れつつあった放射線への関心と恐怖が福島原発の事故以来再び強

（大阪大学大学院医学系研究科・助教）

くなってきました。チェルノブイリでの調査を紹介しながら巷に溢れる

10／19（水）18:30〜20:30

多くの情報を咀嚼するための放射線生物学を基礎的なところから解り易

申込者数

く解説し、正当に怖がるためのお役に立てたらと思っています。

46 名
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-3. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座（第 43 回）

◎サブテーマＢ「復興の知

－暮らしと心」

■B-1「震災復興と暮らしの風景」
小浦 久子

災害からの復興ではスピードと安全が優先され、そのときの技術が安全

（大阪大学大学院工学研究科・准教授）

のかたちをつくります。しかし風景を喪失している被災地だからこそ、

10／26（水）18:30〜20:00

風景は地域の風土と人々の営みの折り合いの表現であることが抜け落ち

申込者数

ると場所性を失います。災害復興における景観文化について考察します。

35 名

■B-2「大規模災害時の被災者医療への取り組み」
鍬方 安行

大規模災害時の医療には、組織的取り組みが重要です。我が国の被災者

（大阪大学大学院医学系研究科・准教授）

医療は、阪神淡路大震災で得た知見を活かして、大きく変化しました。

11／16（水）18:30〜20:00

その内容をご紹介するとともに、未曾有の大規模災害となった東日本大

申込者数

震災で新たに浮き彫りになった問題について考えたいと思います。

37 名

■B-3「『復興する』ために－－臨床哲学から」
中岡 成文

災害のときは、人間の「切迫」に共感する能力がなければ、哲学者とい

（大阪大学大学院文学研究科・教授）

えど災害を論じることは許されないでしょう。宮沢賢治が「寒さの夏は

11／17（木）18:30〜20:00
申込者数

おろおろ歩き」と詠った心情です。社会にコミットする臨床哲学が、ど
のように「復興」に参加できるかを考えます。

37 名

■B-4「大災害の経済被害と経済復興」
林

敏彦

阪神・淡路大震災、ニューヨークの 9.11 同時多発テロ、東日本大震災な

（大阪大学名誉教授・同志社大学教授）

どを例にとり、災害の「経済被害」とは何か、災害からの「経済復興」

11／25（金）18:30〜20:00
申込者数

とは何か、経済復興はどのように進むのか、災害で見えてくる一国経済
の進路とは何か、について考えます。

35 名

■B-5「災害ボランティアの現状と展望 」
ボランティア元年と言われた阪神・淡路大震災(1995 年)以来、災害ボラ

渥美 公秀

ンティアは日本社会に根付いてきました。今春の東日本大震災でも多く

（大阪大学大学院人間科学研究科・教授）

の災害ボランティアが救援活動に参加しました。本講義では、日本にお

11／30（水）18:30〜20:00
申込者数

ける災害ボランティアの経緯を紹介し課題を整理した上で、これからの

39 名

■B-6「災害時のコミュニケーション支援

災害ボランティア活動を展望し、日本社会にもたらす含意を考察します。

―危機管理における情報システムのあり方についてー」
1995 年の阪神・淡路大震災や今回の東日本大震災で見られたように、大

西田 正吾

規模災害発生時には、広域において同時多発的に様々な被害が発生しま

（大阪大学大学院基礎工学研究科・教授）

す。このような状況の中で、ここでは、特に、大規模災害の危機管理に

12／7（水）18:30〜20:30

おけるコミュニケーション支援の問題を取り上げ、その課題について分

申込者数

析するとともに、どのような支援を行うべきかについて、人間機械協調

37 名

型システムの観点から考察します。

■B-7「心のケアから丸ごとのケアへ －共感縁と無自覚の宗教性－」
稲場 圭信

東日本大震災に心のケアの重要性が指摘されています。しかし、「心の

（大阪大学大学院人間科学研究科・准教授）

ケア」と構えた姿勢では、ケアにはつながりません。まずは、寄り添う

12／14（水）18:30〜20:30

ことから始まります。共感縁と無自覚の宗教性から、寄り添いのボラン

申込者数

ティア、丸ごとのケアを考えます。

39 名

■B-8「危機事態の行動と心理」
釘原 直樹

災害などで多数の人々が死亡し、しかもその原因を特定することが難し

（大阪大学大学院人間科学研究科・教授）

い場合、人は明確な原因（責任の所在）を見出すべく努力するような志

12／16（金）18:30〜20:30

向性を持っています。本講義ではマスコミの非難ターゲットの変遷過程

申込者数

とそのメカニズムを取り上げます。

43 名
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サブテーマ A 講義風景

A-5「福島第一原子力発電所から出た放射性物質の分布」
（10 月 12 日 藤原准教授）

A-4「都市から今後のエネルギーシステムを考える」
（10 月 5 日 下田教授）

サブテーマ B 講義風景

B-6「災害時のコミュニケーション支援」
（12 月 7 日 西田教授）

B-3「
『復興する』ために－－臨床哲学から」
(11 月 17 日 中岡教授）
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-3. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座（第 43 回）

第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂講座

アンケート集計結果より（抜粋）

■講座を知ったきっかけは？(複数回答)

(単位：人)
サブテーマ A

サブテーマ B

ホームページ

45

23

ポスター・チラシ

14

9

4

4

新聞、コミュニティ誌
知人からの紹介
21 世紀懐徳堂からの郵送物、メルマガ
その他

3

3

71

56

0

0

---下方に内訳データあり。

この講座を知ったきっかけは？(複数回答)
0

10

20

ホームページ

30

40

9

新聞、コミュニティ誌

4
4

知人からの紹介

3
3

70

サブテーマA
サブテーマB

56

その他

0
0

（単位：人）

サブテーマ A

サブテーマ B

大阪大学 HP

18

10

21 世紀懐徳堂 HP

27

13

1

1

その他

ホームページ詳細(複数回答)
0

5

大阪大学HP

15

20

25

30

18

10

21世紀懐徳堂HP
その他

10

80

14

21世紀懐徳堂の郵送物・メルマガ

ホームページ詳細(複数回答)

60

45

23

ポスター・チラシ

50

サブテーマA
27

13
1
1

20

サブテーマB

71

■本講座はいかがでしたか？
サブテーマ A「震災と原発

①＝回答者数（単位：人）、②＝割合（単位：％）

－安心を築く」

A-1

A-2

①
非常に満足

②

①

A-3

②

①

A-4

②

A-5

①

②

①

A-6

②

①

②

9

28.1

10

37.0

19

46.3

7

21.2

12

40.0

21

63.6

19

59.4

14

51.9

16

39.0

21

63.6

13

43.3

9

23.7

どちらとも
いえない
あまり満足
できず

3

9.4

2

7.4

5

12.2

4

12.1

3

10.0

0

0.0

1

3.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

不満

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

3.0

無回答

0

0.0

1

3.7

1

2.4

1

3.0

2

6.7

2

6.1

32

100.0

27

100.0

41

100.0

33

100.0

30

100.0

33

100.0

満足した

合計

本講座はいかがでしたか。(サブテーマA、単位＝人)
0%
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6

10%

20%

30%

40%

50%

60%

9

70%

90%

19
10

16

7

21
12

13

3

21

サブテーマ B「復興の知

1

9

非常に満足した
満足した
どちらともいえない
あまり満足できなかった
不満
無回答

1
1
1
1
2
2

－暮らしと心」

B-1

①

100%

3
2
5
4

14
19

非常に満足

80%

B-2

B-3

B-4

②

①

②

①

②

①

6

27.3

11

45.8

8

30.8

B-5

B-6

①

B-7

②

①

B-8

②

①

②

②

①

②

9

45.0

11

55.0

8

36.4

5

26.3

1

3.8

14

63.6

12

50.0

10

38.5

8

40.0

7

35.0

11

50.0

12

63.2

13

50.0

どちらとも
いえない
あまり満足
できず

0

0.0

1

4.2

4

15.4

1

5.0

1

5.0

1

4.5

2

10.5

9

34.6

2

9.1

0

0.0

3

11.5

0

0.0

0

0.0

1

4.5

0

0.0

1

3.8

不満

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

5.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

3.8

無回答

0

0.0

0

0.0

1

3.8

1

5.0

1

5.0

1

4.5

0

0.0

1

3.8

32

100.0

100.0

26

100.0

100.0

20

100.0

22

100.0

100.0

26

100.0

満足した

合計

24

20

19

本講座はいかがでしたか。(サブテーマB、単位＝人)
0%
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6

70%

90%

14
12

8

10

4

9

8
11
11

5

12
13

9

21

3
1

7

8

100%
2

11

1

80%

1
1
1 1

非常に満足した
1
1
1
1
1

2
1 1 1

満足した
どちらともいえない
あまり満足できなかった
不満
無回答

２.公開講座・催しの実施 ＞ 2-4. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座 創立 80 周年記念スペシャル「芸術する学問」

2-4. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座
創立 80 周年記念スペシャル「芸術する学問」
本学が 1968 年に国立大学で最初に開講した公開講座「大阪大学開放講座」が、2004 年の「大阪大学中之島講座」
への改称を経て、今年度の本学創立 80 周年を機に「大阪大学 21 世紀懐徳堂講座」と名称を変更したことに伴い、
秋季の通常講座に加えスペシャル講座を開講。「芸術する学問」シリーズと題し、学問と演劇、音楽、落語を融
合させたレクチャー＆パフォーマンスというスタイルで、3 講座を開講、皆様とともに文化力の醸成を図った。
（沢村有生・野瀬直則・川人よし恵）
・対象／一般の方・学生
・受講料／無料
・プログラム（各概要は次頁以降参照）／
●演劇：「歴史を見る視点」
日時：10 月 8 日（土）17：00〜18：40
会場：大阪大学会館 1 階 大阪大学 21 世紀懐徳堂スタジオ
内容：『ヤルタ会談』上演（劇団「青年団」）
対談「歴史を見る視点」（平田オリザ×桃木至朗）
受講者数：107 名
●音楽：「ベーゼンドルファー1920 演奏とお話」
11 月 4 日（金）14：00〜16：00
会場：大阪大学会館 2 階 講堂
内容：ピアノ演奏（小坂圭太）
対談「1920 年にピアノが奏でていた音楽」
（伊東信宏×小坂圭太）

リーフレット

受講者数：225 名
●落語：「中之島は文化の蔵屋敷」
11 月 27 日（日）14：00〜17：45
会場：大阪大学中之島センター10 階 佐治敬三メモリアルホール
内容：講義 「中之島の履歴書」

高島幸次

中之島寄席（林家花丸、月亭八天、桂九雀）
トーク「オチのない中之島放談」（高島幸次、橋爪節也）
受講者数：214 名
成果

課題

演劇・音楽・落語のパフォーマンスに、アカデミックな

アンケート結果によると、本講座には、従来の主な受講

講義または対談を組み合わせた企画が人気を呼び、多くの

者層（シニア男性）とは異なり、女性の受講生も多かった。

方に受講いただくことができた。80 周年記念事業予算を活

アカデミックな内容も伝え方によっては、多くの人の興味

用し、受講料は無料としたが、受講生からは「有料でもい

を惹くということの表れとも言えるが、市民の方への親し

いので続けてほしい」という声が多数聞かれたほどである。

みやすさのみを重視し、大学ならではの色が薄れてしまう

アンケート結果も非常に好評で、本学創立 80 周年記念にふ

ことのないよう、今後も今回の経験を活かしていきたい。

さわしい事業となった。

また、今後も同様の企画を続けていくには予算面の問題が
大きな課題である。
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「芸術する学問」シリーズ実施概要
■ 演劇＝「歴史をみる視点」
日時／10/8 (土)17:00〜18:40
場所／大阪大学会館 1 階 大阪大学 21 世紀懐
徳堂スタジオ（豊中キャンパス）
出演／劇団「青年団」
対談／平田オリザ、桃木至朗
内容／17:00『ヤルタ会談』上演
↓

劇団「青年団」

↓ （松田弘子、高橋緑、島田曜蔵）
↓
17:40

対談「歴史を見る視点」

↓

平田オリザ（CSCD 教授）

↓

桃木至朗（CSCD 教授）

↓
18:40

修了

劇団「青年団」による『ヤルタ会談』。ブラックユーモア満載、笑い
ながら戦後世界史を知る痛快短編コメディ。左から松田弘子（スター
リン）、高橋緑（ルーズベルト）、島田曜蔵（チャーチル）

受講生の感想（アンケート回答より抜粋）
・演劇を通じて歴史を考えることはとても新鮮で
面白かった。
・現実の会議はほぼこれに近いものであったので
はと思わせられました。面白かったです。でも
本当は恐い話ですね。
・歴史をコンパクトに演劇で面白く見た後に、対
談で見方が重層化するとても面白い企てでし
た。なにやら元気まで出ました。
・視点を替えると歴史に対する評価や考え方が変
わると感じました。
・歴史が苦手なので受講に勇気がいったが、演劇
を見て対談を聞いて、たいへんわかりやすくた
めになりました。
・ものを違う角度から見ることの大切さに改めて

歴史から教育問題まで熱く語り合う桃木教授と平田教授

気づかされた。教員である自身にとって非常に
示唆に富む内容であった。
・現代の教育の問題点も考えさせられました。

対談に聞き入る受講生
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２.公開講座・催しの実施 ＞ 2-4. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座 創立 80 周年記念スペシャル「芸術する学問」

■ 音楽＝「ベーゼンドルファー1920 演奏とお話」
日時／11/4 (金)14:00〜16:00
場所／大阪大学会館 2 階 講堂
（豊中キャンパス）
講義・対談／伊東信宏（文学研究科・教授）
演奏・対談／小坂圭太（ピアニスト）
内容／14:00 開演、ミニ講義（伊東）
14:15

演奏 1（小坂）

F.シューベルト：
ピアノ・ソナタニ長調
14:55

休憩

15:05

対談（小坂、伊東）

15:30

演奏 2（小坂）

冒頭のミニ講義をする伊東教授

B.バルトーク：
《ミクロコスモス》より
第 144 番、第 143 番
G エネスク：
ピアノ・ソナタ第 3 番ニ長調.
16:00

修了

受講生の感想（アンケート回答より抜粋）
・ピアノのことはあまり知識がなかったのですが、

小坂氏によるベーゼンドルファー1920 演奏

対談をお聞きし、その時代独特のピアノの音が
ある事や作曲家の意図で曲の雰囲気が変わるこ
とが良くわかりました。また、対談後に聞いた
ピアノの音はまた違った感じに聞こえ、ノイジ
ーな音というのも納得できました。
・建物・ピアノ・講義・演奏が一体となったコン
サートは初めてです。
・せっかくのステキなピアノ、もっとたくさんの
ピアニストに弾いてもらって、お披露目の場を
増やしたらいいのでは？
・力強く迫力ある演奏に大変満足しました。約 100
年前の時代に思いをはせました。

対談では、実演を交えたピアノの解説も

・伊東先生のお話の引き出し方、わかりやすい言
い換えも巧みでした。対談（シリーズ化を乞
う！）、もっと伺いたいです。
・パンフレットデザイン、内容がとても良かった
です。久しぶりに保存しておきたいパンフレッ
トを手にしました。
・「文化」に触れることが出来ました。大阪大学
はずっと開かれておらず、最近開かれ始めたが、
欧米と言えども社会にもう少し庶民目線が定着
している。日本にこのような大学の試みが広が
り国民の灯としての役割を拡大してほしい。

アールデコをモチーフにした当日配付資料
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■ 落語＝「中之島は文化の蔵屋敷」
日時／11/27 (日)14:00〜17:45
場所／大阪大学中之島センター10 階
佐治敬三メモリアルホール
【第 1 部】14:00〜14:45
講義「中之島の履歴書」
講師：高島幸次（CSCD 招へい教授）
中之島寄席
〜中之島界隈を題材とした落語３席
出演：林家花丸「米揚げ笊」
月亭八天「遊山船」
桂

九雀「千両みかん」
講義を行う高島幸次招へい教授

【第２部】16:45〜17:45
トーク「オチのない中之島放談」
司会：高島幸次
出演：橋爪節也（総合学術博物館長）
月亭八天
桂

九雀

受講生の感想（アンケート回答より抜粋）
・メチャメチャ面白い話でした。こんなに身を入
れて歴史の話を聞いたことはありません。もっ
と続きを聞きたかったです。
・大阪大学発祥の地である中之島の成り立ちが良

「千両みかん」を演じる桂 九雀さん

く理解できました。高島先生の講義、中之島・
堂島・船場を舞台とした落語、その後のトーク
といい非常にすばらしい構成でした。今後も大
阪文化発祥のここを基地に、芸術・学問の情報
センターとしての機能を高めてください。
・大変貴重な講演を聴けました。中之島・船場の
再発見と同時に、今後の再認識、経済感覚を保
ちつつ知的で素晴らしい街・町の再興を願いた
いし応援もしたいと思います。第二部のトーク
も楽しく拝聴できました。
・今回の「芸術する学問」は、レベルの高い公開
講座と感じます。３日で終わらせることなく、
来年も継続してほしい。（無料でなくても可）

「オチのない中之島放談」出演者によるトークショー
左から、高島幸次招へい教授、橋爪節也総合学術博物館長、桂
九雀さん、月亭八天さん
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２.公開講座・催しの実施 ＞ 2-4. 大阪大学 21 世紀懐徳堂講座 創立 80 周年記念スペシャル「芸術する学問」

アンケート結果（抜粋）
■女性の受講生が多かった（アンケート回答者の半数以上は女性）

10/8(土)演劇

11/4(金）音楽

11/27(日)落語

（回答率 77.8％）

（回答率 57.3％）

（回答率 64.7％）

回答者数

割合

回答者数

割合

回答者数

割合

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

①男性

30

44.1

43

33.3

47

47.5

②女性

35

51.5

80

62.0

50

50.5

無回答

3

4.4

6

4.7

2

2.0

合計

68

100.0

129

100.0

99

100.0

受講者の性別
10/8(土)演劇

（ 単位＝%）

44.1

11/4(金）音楽

51.5

33.3

11/27(日)落語

62.0

47.5
0%

4.4

20%
①男性

4.7

50.5
40%

60%

②女性

無回答
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2.0
80%

100%

■いずれの講座も、年齢層はやはり高かった

10/8(土)演劇

11/4(金）音楽

11/27(日)落語

（回答率 77.8％）

（回答率 57.3％）

（回答率 64.7％）

回答者数

割合

回答者数

割合

回答者数

割合

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

①10 代

1

1.5

9

7.0

1

1.0

②20 代

5

7.4

6

4.7

1

1.0

③30 代

8

11.8

10

7.8

2

2.0

④40 代

13

19.1

9

7.0

9

9.1

⑤50 代

12

17.6

30

23.3

26

26.3

⑥60 代

19

27.9

40

31.0

45

45.5

⑦70 代

9

13.2

21

16.3

13

13.1

⑧80 代

1

1.5

2

1.6

1

1.0

無回答

0

0.0

2

1.6

1

1.0

合計

68

100.0

129

100.0

99

100.0

受講者の年代

10/8(土)演劇

11/4(金）音楽

（単位＝%）

1.5
11.8

7.4

7.0 4.7 7.8

19.1

7.0

17.6

27.9

23.3

13.2 1.5

31.0

16.3

1.6
1.6

1.0
11/27(日)落語 1.0

9.1

26.3

45.5

13.1 1.0
1.0

2.0

0%
①10代

10%

②20代

20%

③30代

30%
④40代

40%

50%

⑤50代

27

60%

⑥60代

70%
⑦70代

80%
⑧80代

90%

100%

無回答

２.公開講座・催しの実施 ＞ 2-5. Handai-Asahi 中之島塾

2-5. Handai-Asahi 中之島塾
Handai-Asahi 中之島塾は、2004 年に中之島センターが大阪大学第 3 キャンパスとして誕生したことを機に設けら
れた、朝日カルチャーセンターと大阪大学との共同講座。大阪大学が取り組むユニークな研究の成果を、主に学
外からの受講生に向け、大阪大学の研究者が講義する。知識を吸収しながら問題を発見し、考察する力をも養う。
（※2007 年、大阪外国語大学との統合により箕面キャンパスが第 3 キャンパスに。現在、中之島センターは第 4
キャンパスという位置づけになる）

（沢村有生）

・対象／一般
・定員／各講座により異なる
・会場／大阪大学中之島センター
・年間受講者数／974 名
・受講料／全 2 回で 3,150 円（1 回の講座もあり。1,575 円）
（朝日カルチャーセンターへの入会金不要）
・申込み／朝日カルチャーセンター

TEL.06- 6222-5224

・主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、朝日カルチャーセンター
・時間／1 コマ 90 分×2 日（1 コマ×1 日の講座もあり）
・開催頻度／年 4 期、各 5〜6 講座
・講座立ち上げ時期／2004 年 10 月
成果

課題

4〜6 月期、7〜9 月期、10〜12 月期、1〜3 月期と、年間

受講者の高年齢化がすすんでいる。学びへの意欲の高い

を通じてコンスタントに開講している。講師に固定ファン

方々が多いのでむやみに高年齢化を問題視することもない

がつくなどリピーターの受講もありながら、新規受講者数

が、
30 代 40 代を受講に結びつけるなにかがほしいところ。

も年々伸びている。ここ 3 年間の講座数と受講者数の推移

中之島センターの講義室確保が難しい。社学連携事業と

は、2009 年度は 16 講座 727 名、2010 年度は 19 講座 770

して中之島センター優先申込みなど取り計らいがほしい。

名、2011 年は 21 講座 974 名。

朝日新聞紙面の朝日カルチャーセンター枠の縮小により、

90 分×2 コマという座学の基本スタイルゆえ、講師の先
生方に比較的出講を依頼しやすい。Handai-Asahi 中之島塾
は 21 世紀懐徳堂の社学連携活動に積極的に参加してもら
える先生方との出会いの場となることが多い。

募集告知掲載頻度が減り、開講日のタイミングによっては
受講生の確保に苦戦する講座がある。
全 2 回より 1 回講座の受講生数が多い傾向がみられるた
め、次期は試験的に 1 回講座を増やしてみたい。
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Handai-Asahi 中之島塾

2011 年 4〜6 月期

■自律神経とストレス

講座一覧

〜IBS（過敏性腸症候群）から更年期まで

石蔵 文信

原因不明の頭痛、めまい、耳鳴、多汗、だるさ、胃痛、便秘、下痢、火

（大阪大学大学院医学系研究科・准教授）

照りなどに悩まされる方が増えています。検査をしても数値にはあらわ

4／9（土）14:00〜15:30
大阪大学中之島センター
受講者数

れず、体調不良を周囲に理解してもらえないつらさから、症状がさらに
進むケースも。今回は特に “下痢”にフォーカスし、メンタルストレスを

セミナー室

乗り切り心身ともに健康になるヒントをお話しします。

41 名

■先端医学の「今」を知る
仲野 徹

医学・生物学や工学の進歩により、一昔前には SF でしかなかった治療

（大阪大学大学院生命機能研究科・教授）

法が実現可能性をもって語られるようになりました。iPS 細胞を用いた

4／ 9（土）10:30〜12:00

再生医学など、明日にでも実用化されそうな報道がなされていますが、

4／23（土）10:30〜12:00

最先端の研究が実際の医学に応用されるには、克服すべき問題がたくさ

大阪大学中之島センター
受講者数

んあるのも事実です。第 1 回目で先端医学の可能性を、第 2 回目にはあ

セミナー室

まり報じられることのない、残されている問題点について話し合います。

33 名

■武将たちの医療
戦国大名や将軍はみんな戦場で散っていった、そう思ってらっしゃいま

内野 花

せんか？

（大阪大学 CSCD・特任講師）
5／14（土）10:30〜12:00

お殿様が病気になると紫色の鉢巻きをしていますが、あの鉢巻きに何の

5／21（土）10:30〜12:00
大阪大学中之島センター
受講者数

実は、病気や怪我が原因で亡くなった武将も少なからず。中

には、麻疹や落馬（？）が原因と考えられる、あのお方も！ドラマでは
意味があるのか、ご存じですか？本講座では、頼朝や家康、綱吉など、

講義室 3

有名な武将の最期をはじめ、日本の古代から近世までの医療風俗につい

41 名

ても見ていきます。

■これからの医療の新展開、全人的統合医療を目指して
伊藤 壽紀

現代西洋医学は急性疾患には威力を発揮しますが、慢性疾患である生活

（大阪大学大学院医学系研究科・教授）

習慣病に対しては限界があり、患者さんはその活路を他の領域に見出そ

6／11（金）10:30〜12:00

うとしています。近年、補完代替医療（CAM）を現代医療と融合させた、

6／25（金）10:30〜12:00
大阪大学中之島センター
受講者数

理想的で全人的な統合医療という新たな領域が台頭してきました。本講

セミナー室

義ではこれからの医療の新展開としての統合医療について解説します。

46 名

■古代語の謎を解く
蜂矢 真郷

古代のことばについて、形や意味を変えたりしながら現代でも用いられ

（大阪大学名誉教授、中部大学・教授）

るものを中心に、語の成り立ちや由来を考えます。国語学の語構成を研

6／18（土）13:30〜15:00
大阪大学中之島センター
受講者数

究する立場から、いろんな語の表すところに迫ります。分かりにくいと
ころに迫る時には謎解きのようなおもしろさが、その由来に迫る時には

多目的ルーム 2

ルーツを探るようなおもしろさがあるでしょう。

37 名

■おもしろ日本語学

〜ことばのゆれ
ことばはたえず変化しています。変化をやめるとき、ことばは死んだも

小矢野 哲夫

同然です。古くからある表現が新しい表現にとってかわられようとして

（大阪大学大学院言語文化研究科・教授）

いる状況、在来の表現と新参の表現が存在をかけてしのぎをけずってい

6／24（金）13:30〜15:00
大阪大学中之島センター
受講者数

る状況、これを「ゆれ」と呼びます。「熊」のアクセントは？ 「見れる」

講義室 3

は正しい？ 「今一」って正式な日本語？ 「情けは人のためならず」の

55 名

意味は？ いろんな側面から「日本語の今」を観察しましょう。
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２.公開講座・催しの実施 ＞ 2-5. Handai-Asahi 中之島塾

Handai-Asahi 中之島塾

2011 年 7〜9 月期

講座一覧

■からだとあたまの鍛え方 〜“人生の質”の本当の意味とは？ part3
（※講義のはじめにこれまでの復習をします。初めて受講される方にも

七五三木 聡

ご理解いただける構成です）

（大阪大学大学院医学系研究科・准教授）
7／30（土）10:30〜12:00

りが、そうでなかった、③それをわかることが自分自身だけでなく他者

8／ 6（土）10:30〜12:00
大阪大学中之島センター
受講者数

①からだとあたまを鍛えることが単純に

人生の質を高めることにはならない、②自分のことをわかっているつも
や社会を理解する第一歩であること、をお話してきました。今回は、「か

セミナー室

らだ」、「あたま」、「こころ」の関係を理解し、自分とはどのような

104 名

存在か、さらには、人生の質の本当の意味を考えていきます。

■古代語の謎を解く
古代のことばについて、形や意味を変えたりしながら現代でも用いられ

蜂矢 真郷

るものを中心に、語の成り立ちや由来を考えます。国語学の語構成を研

（大阪大学名誉教授、中部大学・教授）

究する立場から、いろんな語の表すところに迫ります。分かりにくいと

8／20（土）13:30〜15:00
大阪大学中之島センター
受講者数

ころに迫る時には謎解きのようなおもしろさが、その由来に迫る時には

多目的ルーム 2

ルーツを探るようなおもしろさがあるでしょう。とりあげることばは毎

36 名

回変わります。

■海と貿易がつくった日本史

〜最新の歴史教育から
歴史教育のありかたについて議論が続いていますが、困るのは大人たち

桃木 至朗

が自分の受けた教育内容が変わっていないという前提で議論すること。

（大阪大学 CSCD・教授）

今の生徒たちも、共通一次試験世代と同じ内容を習っているでしょうか。

9／ 3（土）10:30〜12:00

例として、中世〜近世の日本列島の歴史を取り上げましょう。「日本は

9／10（土）10:30〜12:00
大阪大学中之島センター
受講者数

四方を海に囲まれ、安全な半面で孤立していた」と今でも教えられてい

講義室 3

るでしょうか。元寇とは、鎖国は何をもたらしたかなど、21 世紀に生き

44 名

る「わかる歴史・面白い歴史・役に立つ歴史」の最先端をご紹介します。

■脳のはたらきと記憶のしくみ
脳は膨大な数の神経細胞が精緻なネットワークを作り情報を処理してい

小倉 明彦

ます。今回は一例として、記憶のしくみを解説します。１回目は、現時

（大阪大学大学院生命機能研究科・教授）

点でわかっていること（例えば、記憶力のよいズミも悪いネズミも人工

9／ 3（土）13:30〜15:00

的に作り出せます）について。２回目は、まだわかっていないこと（例

9／10（土）13:30〜15:00
大阪大学中之島センター
受講者数

えば、即時に成立した記憶を、何年もつづく記憶に変換・保存するしく

セミナー室

み）について、仮説を立てます。※内容は昨年 12 月の同講師の講義と重

55 名

■おもしろ日本語学

複しますので、初めての方の受講を優先します。

〜ことばの変化
時間がたてば事物が変化するのは当然と考えられます。しかし、ことば

小矢野 哲夫

の変化についてはなかなか認めたくない気持ちもあるでしょう。ことば

（大阪大学大学院言語文化研究科・教授）

は、長い時間をかけて徐々に変化するため、人間の一生では変化の実感

9／9（金）13:30〜15:00
大阪大学中之島センター
受講者数

は難しいのですが、時間幅をもっと長くとると変化が理解できます。
「全

講義室 3

然」や、「やおら」の用法、「あたらし」と「あらた」の関係、「ぢ」

60 名

「づ」の表記と発音などを例に、観察してみましょう。
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Handai-Asahi 中之島塾

2011 年 10〜12 月期

■ライブ・おもしろ上方落語
中川

講座一覧

〜京都の噺

桂（二松学舎大学文学部・専任講師）

今回は京都を舞台にした落語を取り上げます。各地がさまざまな噺に登

林家染左（落語家）

場しますが、一番の人気スポットは清水寺。江戸期の名所案内などでの

10／15（土）14:00〜15:30
大阪大学中之島センター
受講者数

取り上げられ方を確認した上で、『景清』を実演でお楽しみいただきま

多目的ルーム 2

す。

53 名

■狭心症って何
狭心症は、心臓を養っている血管（冠状動脈）の内腔が動脈硬化によっ

南都 伸介

て狭くなり、血液の流れが悪くなるために心臓が血液不足になる病気で

（大阪大学大学院医学系研究科・教授）

す。心が狭くなると表しますが、心臓を養う血管が狭くなる病気です。

11／12（土）10:30〜12:00

心筋梗塞と合わせるとその死亡者数は、日本ではがんに次いで２位。正

大阪大学中之島センター

しく診断し治療することは大変大事です。狭心症とはどのような病気か、

受講者数

多目的ルーム 2

どんな検査をして調べるのか、どのような治療が必要なのかを解説しま

39 名

す。

■あなたの口は使えていますか？
医療現場では効率良い栄養摂取のため、栄養チューブ 等を使用していま

舘村 卓

したが、近年、この方法は長期的には栄養障害の原因になることが知ら

（大阪大学大学院医学系研究科・准教授）

れ、口から食べることの必要性から食べやすい食材や調理法の研究が進

11／19（土）13:30〜15:00

みました。一方、口から食事を摂る高齢者の窒息事故は増加し、誤嚥性

12／ 3（土）13:30〜15:00

肺炎の患者の 92％は 65 歳以上であると明らかになっています。今回、

大阪大学中之島センター

長く安全に美味しく食べるために必要な「姿勢」「口」「食」の関係に

受講者数

多目的ルーム 2

ついて、日常生活で注意していただくポイントを、口の生理学の立場か

25 名

らお話します。

■「演歌」の謎を解く
「演歌は日本の心」。おなじみのフレーズが現れるのは実は昭和 40 年代、

輪島 裕介

演歌は、日本の心を歌う歌謡として忽然と出現したのです。拙著『創ら

（大阪大学大学院文学研究科・准教授）

れた「日本の心」神話』（光文社新書）に基づき、昭和初期に都市モダ

11／19（土）10:30〜12:00

ン文化として誕生したレコード歌謡（流行歌・歌謡曲）が、「日本的」

12／ 3（土）10:30〜12:00

「伝統的」な「演歌」に変質してゆく過程を概観します。演歌という言

大阪大学中之島センター
受講者数

葉によって見えにくくされている日本のレコード歌謡史の別な可能性に

多目的ルーム 2

注目し、そのなかで大阪の大衆芸能とレコード歌謡の関係についても取

15 名

■おもしろ日本語学

り上げます。

〜外来語の世界
洋の東西の言語から日本語に入ってきて日本に住み着いた外来語の世界

小矢野 哲夫

に踏み込みます。あるときには外来語が氾濫していると言われ厄介者の

（大阪大学大学院言語文化研究科・教授）

ように扱われることがあります。しかし、暮らしの中でなくてはならな

12／2（金）13:30〜15:00
大阪大学中之島センター
受講者数

い外来語、外来語と意識されなくなったものもあります。古くから使わ

多目的ルーム 2

れているものや最近使われるようになったもの、また、外来語の起源を

57 名

訪ねます。外来語の言い換え問題についても触れます。
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Handai-Asahi 中之島塾

2012 年 1〜3 月期

講座一覧

■「安らかな死」と「尊厳ある死」をめぐって
本人の意思に基づく医師による致死薬投与（自発的積極的安楽死）や致

霜田 求（京都女子大学現代社会学部・教授、
大阪大学大学院医学系研究科・招へい教員）
2／4（土）10:30〜12:00
大阪大学中之島センター
受講者数

死薬処方・本人服用（医師介助自殺）が、法律によって認められている
国があります。「望まない状態での延命（生命維持措置）を拒否して自
然な死を迎えたい」という考え方（いわゆる尊厳死）も、終末期医療と

セミナー室

の関連でしばしば取り上げられます。この講義では、「死に方」をめぐ

75 名

るさまざまな問題について考えてみたいと思います。

■くすりの話
那須 正夫

比較的作用が穏やかで、ある程度注意すれば大きな問題が起きにくい、

（大阪大学大学院薬学研究科・教授）

健胃薬、整腸薬、保健薬等は、コンビニでも買えるようになってきまし

2／ 4（土）13:30〜15:00

た。一方、素晴らしい効果をもっているが、使い方の難しいくすりは、

2／18（土）13:30〜15:00

常に専門家と相談する必要があります。身近なくすりの基本的な知識か

大阪大学中之島センター
受講者数

ら、最新の話題。また、印籠の中身や漱石の飲んだくすり、チョコやお

講義室 3

茶のカフェインなど、くすりを生活と文化から紹介します。

30 名

■おもしろ日本語学

〜社会方言の世界
方言といえばたいてい地域方言のことを指します。しかし、同じ地域で

小矢野 哲夫

も等質の方言が使われているわけではありません。人は社会的存在です

（大阪大学大学院言語文化研究科・教授）

し、人が使う言語も社会的存在です。年齢、職業、階層、性別などの社

2／17（金）13:30〜15:00
大阪大学中之島センター
受講者数

会的条件により、使う言語に違いが見られます。これらは社会方言と呼

講義室 3

ばれます。業界用語、若者ことば、男性語・女性語などを例にとって、

56 名

社会方言の世界を垣間見てみましょう。

■はやぶさと太陽系小天体探査の新時代
第 1 回目は、はやぶさ計画の概要、はやぶさ探査機の打ち上げ、イトカ

土̀山 明

ワ到着と観測（リモートセンシング）およびその結果、イトカワサンプ

（大阪大学大学院理学研究科・教授）

ルの地球帰還について述べ、太陽系小天体探査について考えます。また、

2／18（土）10:30〜12:00

小惑星や隕石についての基礎知識についても学びます。第２回目は、イ

2／25（土）10:30〜12:00
大阪大学中之島センター
受講者数

トカワサンプルの初期分析およびその結果や、今後のサンプル分析の展

講義室 3

望について述べ、サンプルリターンについて考えます。また、はやぶさ

25 名

後のサンプルリターン計画についても解説します。

■大衆長寿時代のしあわせを考える
超高齢社会に突入した我が国。大変めでたい一方で長生きへの不安が広

権藤 恭之

まっています。経済環境、身体的機能低下、社会的つながりの喪失、認

（大阪大学大学院人間科学研究科・准教授）

知症など年をとるごとに負の要素が伴うのも事実です。しかし近年、高

3／17（土）10:30〜12:00

齢期においてもこころは発達し、長寿者は様々な障がいや問題を抱えな

3／24（土）10:30〜12:00
大阪大学中之島センター
受講者数

がらもしあわせに生活しているという知見が蓄積しつつあります。本講

セミナー室

座では、長寿者を対象にした調査結果や事例を紹介し、長生きはしあわ

47 名

せなのかという問いに答えます。
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2-6. 大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座
大阪大学が大阪市計画調整局と協同で提供する公開講座で、それぞれの専門分野からともに「学び合う」を意識
したテーマ設定と講座スタイルが特徴。講師は本学の若手教員を中心に構成し、まちづくりを始め、幅広い分野
の講座を展開している。

（川人 よし恵）

・対象／一般
・定員／各回 30 名（体験型講座の場合 20 名）
定員 30 名の場合、事前に 45 名まで申込受付
・受講者数／前期 211 名、後期 206 名
・会場／大阪市まちづくり情報発信施設「アイ･スポット」
（大阪市中央区今橋 4-1-1 淀屋橋 odona2F）
・受講料／無料
・申込／アイ・スポット TEL.06-4866-6803
・主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪市計画調整局
・時間／原則として 1 講義 90 分
・開催頻度／年 2 期、各 6 講座程度
・講座立ち上げ時期／2008 年 10 月
成果

課題

募集開始間もなく申込みが定員の 1. 5 倍に達する人気は

前期講座（特に「研究者と考える災害」シリーズ）は、

継続中である。昨年度の懸案事項であった多数の遅刻や無

全体に受講生の満足度が下がっていた。これは、質疑応答

断欠席の問題は、スタッフのきめ細かなケア等によりかな

での発言やアンケート結果から推察するに、
「自分が予想し

り改善された。

ていた内容と違った」
「研究者が明確な答えを提示してくれ

今年度は、これまで扱ったことのなかった考古学や生物

なかった」といった理由によるようだ。多くの受講生の関

学、法学、経済学等幅広いテーマの講座を企画したが、ど

心および期待度が高かったことの表れとも言えるが、本講

れも好評で、新規受講生の獲得にもつながった。また、東

座は“学び合い”の場であるという趣旨を受講生・講師の双方

日本大震災を受けた「研究者と考える災害」シリーズや、

に伝え、場の雰囲気をその趣旨にあったものにしていくこ

夏休みの親子向けコンピュータワークショップなど、社会

と、受講生募集の広報物の表現と講座内容ができるだけ一

のニーズを考慮した企画も反響が大きく、柔軟な企画を立

致するよう表現に留意すること等により、受講生の満足度

てやすい本講座の良さを活かすことができた。

向上につなげたい。

「コンピュータで動くふしぎなおもちゃづくり」

「ドクター石蔵の医療とくすりのよもやま話―道修町界隈をめ
ぐりながら」〜ミニ講義と散策を通じて道修町の変遷を知る

〜8 月には小学生の自由研究をターゲットに開講
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大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

2011 年度前期

講座一覧（「研究者と考える災害」「ちっちゃいけどすご

い！」の 2 シリーズ）
■ お茶わんのかけらからみえてくる平安時代（ちっちゃいけどすごい！①）
大阪大学考古学研究室では、京都府亀岡市に所在する平安時代の窯跡の

中久保 辰夫

発掘調査を行いました。窯跡からは平安京の貴族たち、各地の有力者が

（大阪大学埋蔵文化財調査室・助教）

愛好した「緑釉陶器」、庶民が使った粗雑な「須恵器」などが約２万点

6/28(火)18:30〜20:00

出土しました。講義では、土器のかけらを 1 点 1 点分析する作業の中で、

受講者数

わかってきた平安時代の社会、食文化について、遺物を観察しながらお

34 名

話ししたいと思います。

■ 大震災の経験から学ぶこと―避難所を中心として―（研究者と考える災害①）
私が調査に関わった阪神淡路大震災以降も日本列島では大災害は幾度と

横田 隆司

なく続き、今回の大震災に至っています。関西に住む私たちはともする

（大阪大学大学院工学研究科・教授）

と阪神淡路大震災のときはどうだったか？と考えがちですが、実は震災

7/7(木)18:30〜20:00
受講者数

時の避難行動や避難所の様相は地震あるいは地域によって様々です。今
回の大震災も含めて、その多様さを議論しつつ、今後の大阪の防災につ

32 名

いて考えてみたいと思います。

■ 危機事態の行動と心理（研究者と考える災害②）
災害などで多数の人々が死亡し、しかもその原因を特定することが難し

釘原 直樹

い場合、人は明確な原因（責任の所在）を見出すべく努力するような志

（大阪大学大学院人間科学研究科・教授）

向性を持っている。本講義ではマスコミの非難ターゲットの変遷過程と

7/11(月)18:30〜20:00
受講者数

そのメカニズムを取り上げる。それから危機事態の群集行動、特に緊急
事態からの避難脱出に関する実験や事例研究、シミュレーション研究に

41 名

ついてもふれることにする。

■ 珍味ホヤのマッチョな発生生物学（ちっちゃいけどすごい！②）
あなたは、小さいけどこの世で一番すごいのは何だと思いますか？私は
卵だと思います。我々はすべて直径１ミリの 10 分の一の受精卵から発生

西田 宏記

してきました。いったいどのようなしくみで、そんなことが可能になる

（大阪大学大学院理学研究科・教授）

のかを考えてみたことがありますか？東北の珍味と称されるホヤの卵が

7/22(金)18:30〜20:00
受講者数

どのように発生していきオタマジャクシになるかを、写真やムービーで

36 名

見ながら胚発生の神秘に思いをはせてみましょう。macho-1 という発生
運命決定因子にも着目します。

■ コンピュータで動くふしぎなおもちゃづくり（ちっちゃいけどすごい！③）
電池で動く小さなコンピュータとモータやセンサ、廃材や身近な材料を

森

使って、プログラムで動くおもちゃを手作りします。家電製品から携帯

秀樹

電話、おもちゃまで、私たちはたくさんのコンピュータが埋め込まれた

（大阪大学大学院人間科学研究科・助教）

「モノ」に囲まれながら生活しています。今回は、実際にコンピュータ

8/3(水)13:00〜16:00
受講者数

を埋め込んだ作品をつくりながら、コンピュータについての理解を深め

23 名（小学生と保護者 11 組）

ていきます。（コンピュータについての事前知識は必要ありません。作
品は持って帰ることができません。）

■ 江戸時代淀川の治水と水害（研究者と考える災害③）
江戸時代、淀川や大和川などの畿内の大河川は、前代とは較べものにな

村田 路人

らない高度な治水システムが構築されていた。もちろん、この治水シス

（大阪大学大学院文学研究科・教授）

テムは万全ではなく、沿岸地域は何度か大水害に見舞われた。講座では、

8/26(金)18:30〜20:30
受講者数

淀川の治水システムの内容と問題点、また、享和２年（1802）の大水害

45 名

に代表される淀川水害の実態について取り上げる。
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大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

2011 年度後期

講座一覧（「いろんなものさし」「研究者と歩くまち」の 2 シリ

ーズ）

■ 未来社会のヒントをくれる“生態系サービス”
―バイオマスエネルギーとその持続可能性を中心に―（いろんなものさし①）
「生物多様性」とは、様々な生き物がつながって生きていること。そこ

松井 孝典

から紡ぎ出される自然の恵みを「生態系サービス」ととらえながら、自

（大阪大学大学院工学研究科・助教）

然に埋め込まれた“未来の社会の姿”を想像してみましょう。生態系サー

11/25(金)18:30〜20:00
受講者数

ビスの一つであるバイオマスエネルギーを中心に、私たちが未来を選ぶ

32 名

ものさしについても議論したいと思います。

■ ナイチンゲールの「ものさし」―病と健康についての思想―（いろんなものさし②）
フローレンス・ナイチンゲールといえば、病に苦しむ人を「天使」のよ

大北 全俊

うに看護し、現在の看護の基礎を築いた人物として知られています。し

（大阪大学大学院文学研究科・助教）

かし、ナイチンゲールが実際に看護に携わったのは 90 年という長い一生

12/6(火)18:30〜20:00
受講者数

のうちほんの数年間。では、残りの時間、彼女は何をしていたのか？当
時の大英帝国の「病」と「健康」をめぐる問題に一生をかけて取り組ん

39 名

だ彼女の実践とそれを支えた「ものさし＝思想」についてお話しします。

■ 戦争にもルールがある―武力紛争の国際法―（いろんなものさし③）
「恋愛と戦争においてはすべてが許される（All is right in love and war）」

和仁 健太郎

という格言がありますが、この格言は少なくとも後者については正しく

（大阪大学大学院国際公共政策研究科・准教授）
1/27(金)18:30〜20:00
受講者数

ありません。国際法には「武力紛争法」という分野があり、戦争におけ
る国家の行動はこの法によって規律されるからです。本講義では、具体
的な事例も素材にしつつ、この武力紛争法（他国間の戦争において第三

45 名

国がとるべき態度を定める「中立法」を含む）についてお話します。

■ 私の頭の中の「時間」のものさし（いろんなものさし④）
目の前のドーナツ 1 つと、10 分後のドーナツ 2 つ、あなたはどちらを選

田中 沙織

びますか？経済学では、どれぐらい先まで考えるかという「時間のもの

（大阪大学社会経済研究所・特任准教授）

さし」の長さによって、この選択結果を説明することができますが、脳

2/29(水)18:30〜20:00

科学では、この「時間のものさし」に関わる脳の仕組みを解明しようと

受講者数

しています。講義では、脳科学の研究を紹介しつつ、脳科学と経済学の

44 名

コラボレーションの意義や可能性についてもふれてみたいと思います。

■ ドクター石蔵の医療とくすりのよもやま話―道修町界隈をめぐりながら（研究者と歩くまち①）
石蔵 文信

医療と薬は、業界として密接にかかわりながら発展してきました。医師

（大阪大学大学院医学系研究科・准教授）

は製薬会社から高額な接待を受けている、なんてイメージをお持ちかも

3/5(月)13:00〜15:00

しれませんが、それは過去の話。現在は両者のクリーンな関係が法的に

アイ・スポットでミニ講義後、道修町散策

定められています。薬のまちとして知られる道修町界隈をめぐりながら、

受講者数

医療と薬の関係の“いま・むかし”について楽しく学びましょう。

22 名

■ 大阪夜景巡り 船場 第 2 弾

ー大阪の街の魅力・再発見！ー（研究者と歩くまち②）
大阪の中心部として昔から栄えた船場界隈には、意匠を凝らした近代建

加賀 有津子

築が数多く残っており、夜にはライトアップされる建物も少なくありま

（大阪大学大学院工学研究科・教授）

せん。今回、夜の船場界隈の近代建物を訪ね、大阪の夜景の魅力を再発

3/8(木)18:00〜20:00

見するまちあるきの第 2 弾として、重厚な石作りの外観にモダンな内装

アイ・スポットでミニ講義後、船場散策

の綿業会館（重要文化財）などを見学する予定です。昼間とは違った表

受講者数

情を醸し出すレトロな雰囲気をお楽しみください。（内容は一部変更に

24 名

なる可能性があります）綿業会館見学実費 500 円が必要。
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大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

2011 年度

チラシ

21 世紀懐徳堂ホームページ上で告知する
他、毎期チラシを作成し、モノレール駅や大
阪市内および北摂エリアの図書館等の公共施
設に配架している。
大阪市計画調整局とのコラボレーションの
講座であるため、A0 サイズに拡大したチラシ
の市営地下鉄駅構内への掲示や、大阪市の生
涯学習 HP「いちょうネット」での告知など、
大阪市内での広報は特に充実している。
（左上から、前期チラシおもて、同うら、後
期チラシおもて）
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-6. 大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

アンケート結果より（抜粋）

■受講者層に若干の若返りが見られたが、全体としては 60 代・男性受講生が多い。
○あなたの性別は？（単位：人、％）

左下グラフ参照

2011 年度後期

2011 年度前期

2010 年度後期

2010 年度前期

（回答率 89.3％）

（回答率 69.7％）

（回答率 88.8％）

（回答率 70.9％）

人数(人）

①男性
②女性

割合
(%）

116
66
182

計

人数(人）

63.7
36.3
100.0

98
45
143

割合

人数(人） 割合(%） 人数(人） 割合(%）

(%）

68.5
31.5
100.0

103
57
160

64.4
35.6
100.0

76
52
128

59.4
34.2
93.6

○あなたの年齢は？（単位：人、％）右下グラフ参照

2011 年度後期
人数(人） 割合(%)
①20 歳未満

2011 年度前期

2010 年度後期

人数(人）

割合(%)

2

1.1

1

0.7

②20 歳代

4

2.3

16

③30 歳代

14

7.9

6

④40 歳代

24

13.6

⑤50 歳代

40

⑥60 歳代

2010 年度前期

人数(人） 割合(%） 人数(人） 割合(%）
0

0.0

11.2

1

0.6

2

1.6

4.2

12

7.5

18

14.5

18

12.6

17

10.6

9

7.3

22.6

29

20.3

30

18.8

27

21.8

74

41.8

59

41.3

73

45.6

46

37.1

⑦70 歳以上

19

10.7

14

9.8

27

16.9

22

17.7

計

177

100.0

143

100.0

160

100.0

124

100.0

受講生の性別 （ 単位＝%）
0%
2011年度後期

2011年度前期

20%

40%

60%

63.7

80%
36.3

68.5

31.5

2010年度後期

64.4

35.6

2010年度後期

59.4

34.2

0.0

受講生の年代 （ 単位＝%）
100%

0%
2011年度後期

20%

1.1 7.9
13.6
2.3

40%

2010年度後期 1.6 14.5 7.3

②女性

38

60%

22.6

2011年度前期 0.7 11.2
12.6
4.2

2010年度後期 2.6 16.7

①男性

0

80%
41.8

10.7

41.3

9.8

20.3
21.8

13.2

100%

37.1

18.4

28.1

①20歳未満

②20歳代

③30歳代

⑤50歳代

⑥60歳代

⑦70歳以上

17.7
21.1

④40歳代

■アンケート回答によると、毎回ほぼ 4 割が初めての受講。
○i-spot 講座を受講されるのは何回目ですか？

2011 年度後期
人数(人）

2011 年度前期

割合(%） 人数(人）

割合(%）

①今回が初めて

75

40.8

61

41.8

②2 回目

33

17.9

20

13.7

③3 回目以上

76

41.3

65

44.5

184

100.0

146

100.0

計

講座受講回数 （ 単位＝%）
0%

20%

40%

60%

2011年度後期

40.8

17.9

2011年度前期

41.8

13.7

①今回が初めて

②2回目

80%

41.3

44.5

③3回目以上
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-7. 大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

2-7. 大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」
大阪ガス株式会社とのコラボレーションで新たに立ち上げた、「専門分野の講義」とそれにちなんだ「料理実習・
試食」を通して実践的に教養を深める、新しいタイプの講座。講義の後に料理実習・試食をすることで、机の上
の勉強が日常とつながり、「大学の研究って難しそう」
「自分には無関係」と思っている人にも、学問することの
面白さを実感してもらう試み。

（川人 よし恵）

・対象／高校生以上一般・男性限定・親子等回によって異なる
・定員／各回 24 名（2011 年 5 月まで先着順、6 月以降抽選）
・会場／大阪ガスクッキングスクール千里
（豊中市新千里東町 1-3-141（せんちゅう PAL 1F 北））
・年間受講者数／318 名
・受講料／1,500 円（税込）
・申込／大阪ガスクッキングスクール TEL.06-6871-8561
・主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪ガス株式会社
・時間／原則として 1 講座 2 時間 30 分
・開催頻度／毎月 1 回
・講座立ち上げ時期／2010 年 10 月
成果

課題

「講義」と「料理」を組み合わせた企画が好評を博し、

開講当初に比べると、回を重ねるごとに料理も本格化し

多い時は定員の 3 倍近い申込みがある人気講座（8 月の小

ているため、大阪ガスクッキングスクール側で予め下ごし

学生・保護者向けの回は、大好評につき開講数を急きょ 2

らえをして下さるなど料理実習の時間短縮を図っているが、

回に増やすほどであった）
。2011 年 6 月以降は、新規申込

講義と料理の両方が楽しめると期待する受講生からは、
「も

みの方にも不利にならないよう、申込み受付期間を設け、

っと料理したかった」という声も少なくない。受講生に講

応募者多数の場合は抽選を行っている。

座の趣旨を理解いただきつつ、円滑に講座運営をしていき

男性限定の講座以外の受講者層の特徴としては、女性（約

たい。

8 割以上）および、大阪大学の公開講座に初めて参加され

受講生確保は順調だが、今年度はマスコミからの取材件

る方（約 6 割）が多いことである。これらは、他の講座に

数が昨年度より減った。マスコミを通じてより多くの方に

あまり見られない特徴であり、本学の社学連携事業の新た

本講座や本学の研究について知っていただけるよう、対外

なターゲット開拓に一定の成果を挙げていると言えよう。

的な発信力を強化していく必要がある。

Vol.15“エキゾティック”とは何だったのか〜オペラとタ
ジン料理とともに

Vol.11 ようこそ！タンパク質ワンダーランド
(小学 4〜6 年生と保護者対象)
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大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

2011 年度

講座一覧（4 月～7 月）

■ vol.7「香草・香辛料学入門 〜ベトナム編」
あなたは香辛料やハーブ、お好きですか？レモングラス、シナモン、ア

内野 花（大阪大学コミュニケーションデザイ
ン・センター・特任講師）

ジアの料理には欠かせない香辛料やハーブは、一度ハマるとやみつきに
なりますよね。独特の香りや色で食欲を刺激するこれらのスパイスは、

4/8(金)18:30〜21:00
受講者数

ニス、クローブ、ジンジャー、ニンニク、パクチー、ヌォクマム…。ア

元々は解毒や殺菌、防腐剤としての効能が目的で使われていました。

24 名（一般）

課題料理＝ベトナム料理（鶏肉のフォー、魚のクレ
イポット煮、茹でキャベツ魚醤和え、ケムソイ）

今回の講座では、大人気のベトナム料理に欠かせない香辛料やハーブを
中心にレクチャーします。歴史を紐解き、先人の知恵にふれ、香辛料を
もっと上手に使いこなしましょう。2011 年元旦をベトナムで迎えたアオ
ザイ好きの内野講師が、ベトナムのひとびとの生活なども紹介します。

■ vol.8「眼と耳と舌で味わうシャガール」
樋上 千寿（大阪大学大学院文学研究科元助教、
2011 年 4 月～京都造形芸術大学非常勤講師）

れた食材と調理法で提供されるものですが、実際にはユダヤ人の離散地
の郷土料理を、この規定の範囲内でアレンジしたものが多く生み出され

5/20(金)18:30〜21:00
受講者数

厳密な意味でのユダヤ料理とは、聖書＝神の言葉によって厳しく規定さ

て来ました。本講座では、シャガールを育んだ東欧ユダヤ人の風俗を描

24 名（一般）

いた作品群について、結婚式で演奏された音楽「クレズマー」の生演奏

課題料理＝東欧ユダヤの家庭料理（ユダヤ風シ

付きで解説。さらに、野菜を使った代表的な東欧ユダヤの家庭料理に挑

チュー「ツィメス」、ポテトパンケーキ、ピタ

戦します。シャガールの世界を、眼と耳と舌でじっくり味わってみまし

パン、サーモンマリネ）

ょう。

■ vol.9「“エキゾティック”とは何だったのか～オペラとタジン料理とともに」
中世末期以降、海上貿易事業によって、ヨーロッパにはスパイスやお茶、
コーヒー、陶磁器などがもたらされていきます。ヨーロッパの人々は、

山田 高誌

こうした「東方」の「物品」に夢中になっただけでなく、「音楽」「物

（大阪大学大学院文学研究科・助教）

語」「衣装図録」といった視聴覚情報によって想像力を掻き立てられ、

6/22(水)18:30〜21:00

ここに三次元での異国風俗の“妄想”を楽しむ、エキゾティシズムが登場

受講者数

し始めます。この講義では、当時の人々の趣味嗜好をよく反映している

24 名（一般）

課題料理＝モロッコ風料理（タジン料理、クスクス、
サラダ、ミントティ）

18 世紀のオペラを素材に、彼らが「東方」に対して抱いた羨望と恐れと
いう感情、あるいは野蛮と理想といった視線について明らかにします。
タジン鍋を使ったモロッコ料理実習を通して、「東方」の一部であった
マグレブ（北アフリカ）の文化にも実際に触れてみましょう。

■ vol.10「ドクター石蔵の男のええ加減料理講座～中年男性こそオシャレを意識して、脱メタボ！」
日本人男性のメタボリック症候群の腹囲は 85cm が基準です。 あなたは
これを厳しいと感じますか？医学的にどうこういう話はここではさてお

石蔵 文信

き、この数字はファッションの視点では非常に重要なターニングポイン

（大阪大学大学院医学系研究科・准教授）

ト、「思い通りの着こなしができる限界サイズ」を示しています。85cm

7/28(木)18:30〜21:00

を境に、履けるズボンがおじさん対象のデザインに限られてしまう現実

受講者数

があるのです。体にしっくり馴染むスマートな着こなしをしているビジ

24 名（男性限定）

課題料理＝一人用土鍋でつくる野菜たっぷり中華
丼

ネスマンは、いい仕事をしている印象を与えます。「健康のためのダイ
エット」にくじけたあなたにこそ、「デキる男を目指してのダイエット」
にチャレンジしてほしいのです。講義では、生き生きと輝く積極的な男
になるための、意識改革をレクチャーします。
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-7. 大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

2011 年度

講座一覧（8 月〜11 月）

■ vol.11「ようこそ！タンパク質ワンダーランド」
タンパク質と聞いて、栄養素としてのタンパク質（お肉や卵）を思い浮

栗栖 源嗣

かべませんでしたか？でも、それだけではありません。血液やだ液、ホ

（大阪大学蛋白質研究所・教授）

ルモンや抗体・分解酵素などなど、私たちの体を動かしているもの全て

8/5(金)10:00〜13:00、14:00〜17:00（2 回）
受講者数

53 名（小学 4〜6 年生と親 24 組）

課題料理＝ワンダービビンバ、ふわふわ卵のワカメ

に、タンパク質が深く関係しています。体を作っているのも、主にタン
パク質と水です。植物の光合成や色素のカギとなるのだってタンパク質。
この身近で不思議なモノ・“タンパク質”のはたらきと形について勉強し

スープ、シュワシュワサイダーゼリー

ながら、おいしくタンパク質を食べてみましょう！

■ vol.12「食いしんぼ歴史学者の世界史概論

〜シンデレラの馬車に乗れなかったチャングム」

桃木 至朗
（大阪大学コミュニケーションデザイン・セン
ター・教授）

日本人がふつうにインディカ米を食べていたのをご存じですか。キムチ
はいつトウガラシ味になったのでしょうか。中国料理はなぜ火を通した
料理ばかりになったのでしょうか。16〜17 世紀の「大航海時代」以後の、

9/14(水)18:30〜21:00

グローバルな交流による食べ物の変化を手がかりに、アジアと日本のく

受講者数

らしの歴史を、最新の高校教科書『新詳世界史 B』（帝国書院）の著者

24 名（一般）

課題料理＝海南鶏飯、空芯菜炒め、スープ、蓮の実
のチェー

がお話しします。楽しくて国際理解の役に立つ、本当の歴史教育を味わ
っていただきましょう。

■ vol.13「きのこ食べちゃい隊」
食材としてポピュラーなのに、時には高級品、森にも、庭にも、時には

栗原佐智子

家にも突然生えてしまう、きのこ。毒にも薬にもなり、不思議な色やか

（大阪大学出版会）

たちで驚かせ、野生のものは安易に食べてはいけないという禁断の魅力

10/28(金)18:30〜21:00

も持ち合わせるため、多くの人々が愛好し、キャラクターや映画に用い

受講者数

られます。大阪大学のキャンパス内でもよくみると、多くのきのこが見

24 名（一般）

課題料理＝きのことほうれん草のクリーム煮、きの
こピラフ、きのこと魚介のマリネ

つかります。キャンパス内のきのこの仲間たちを紹介しつつ、きのこっ
て、一体なんなのか、きのこのおいしさってなんなのか、栄養学、植物
学的な面から探検して食べちゃいましょう！

■ vol.14「おいしいごはんの考古学」
中久保 辰夫
日本人の主食はお米。弥生時代に大陸から伝来した水稲稲作によって、

（大阪大学埋蔵文化財調査室・助教）

日本列島に住んだ多くの人はごはんを食べるようになりました。とはい

11/18(金)18:30〜21:00
受講者数

え、調理に使われた土器を観察してゆくと、おいしいごはんの調理法は、

24 名（一般）

課題料理＝ガス火で炊くおいしい雑穀ごはん、海の
幸のホイル焼き、だしじゃこの味噌汁、さつまいも

様々な試行錯誤を経て編み出されたものであることがわかります。実際
にガス火でごはんを炊いて味わいながら、先人たちがはぐくんできた食
文化に思いを馳せてみませんか？

とインゲン豆の煮物、彩り野菜の甘酢漬け

Vol.12「食いしんぼ歴史学者の世界史概論
〜シンデレラの馬車に乗れなかったチャングム」課題料理
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大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

2011 年度

講座一覧（12 月～2012 年 3 月）

■ vol.15「“エキゾティック”とは何だったのか～オペラとタジン料理とともに」
中世末期以降、海上貿易事業によって、ヨーロッパにはスパイスやお茶、
コーヒー、陶磁器などがもたらされていきます。ヨーロッパの人々は、

山田 高誌

こうした「東方」の「物品」に夢中になっただけでなく、「音楽」「物

（大阪大学大学院文学研究科・助教）

語」「衣装図録」といった視聴覚情報によって想像力を掻き立てられ、

12/14(水)18:30〜21:00

ここに三次元での異国風俗の“妄想”を楽しむ、エキゾティシズムが登場

受講者数

し始めます。この講義では、当時の人々の趣味嗜好をよく反映している

24 名（一般）

課題料理＝モロッコ風料理（タジン料理、クスクス、
サラダ、ミントティ）

18 世紀のオペラを素材に、彼らが「東方」に対して抱いた羨望と恐れと
いう感情、あるいは野蛮と理想といった視線について明らかにします。
タジン鍋を使ったモロッコ料理実習を通して、「東方」の一部であった
マグレブ（北アフリカ）の文化にも実際に触れてみましょう。

■ vol.16「香草・香辛料学入門

〜ベトナム編」
あなたは香辛料やハーブ、お好きですか？レモングラス、シナモン、ア

内野 花（大阪大学コミュニケーションデザイ
ン・センター・特任講師）

ジアの料理には欠かせない香辛料やハーブは、一度ハマるとやみつきに
なりますよね。独特の香りや色で食欲を刺激するこれらのスパイスは、

1/20(金)18:30〜21:00
受講者数

ニス、クローブ、ジンジャー、ニンニク、パクチー、ヌォクマム…。ア

元々は解毒や殺菌、防腐剤としての効能が目的で使われていました。今

24 名（一般）

課題料理＝ベトナム料理（鶏肉のフォー、魚のクレ
イポット煮、茹でキャベツ魚醤和え、ケムソイ）

回の講座では、大人気のベトナム料理に欠かせない香辛料やハーブを中
心にレクチャーします。歴史を紐解き、先人の知恵にふれ、香辛料をも
っと上手に使いこなしましょう。2011 年元旦をベトナムで迎えたアオザ
イ好きの内野講師が、ベトナムのひとびとの生活なども紹介します。

■ vol.17「燃える愛～北欧の料理にみる愛のかたち」
古谷 大輔
古今東西の世界の諸文明で育まれてきた様々な愛のかたち。世界の愛の

（大阪大学世界言語研究センター・准教授）

姿は食材や料理のなかでどのように表現されるのでしょうか？

2/8(水)18:30〜21:00
受講者数

男と

女が愛の誓いをたてるヴァレンタインデーの月に、あなたも世界にあふ

24 名（一般）

課題料理＝燃える愛（マッシュポテト＆ベーコン）、
ミートボールのブラウンソース・コケモモジャム添

れる愛のかたちについて考えてみませんか？講義では世界史上に見る愛
のかたちを振り返りつつ、調理では皆さんと、酷寒の北欧の地で食され
てきた家庭料理を囲んで、氷雪をも溶かす愛の姿を見てみましょう。

え、えんどう豆のスープ、焼きリンゴ

■ vol.18「賢くてずるいあなたの口」
私たちは普段食事をする時、どのように顎と舌を動かし、何回噛んで、

舘村

いつ飲み込もうかとは考えてはいません。「一口 30 回噛もう」という標

卓

語がありますが、大抵の人は実行していません。それは、意識して 30

（大阪大学大学院歯学研究科・准教授）

回噛むことが美味しく感じないからです。私たちの口は、食物が入った

3/23(金)18:30〜21:00

途端に、見事な速さで、「食物量」「まとまり易さ」「くっつき易さ」

受講者数

「温度」「味」「ざらつき」等の食物性状を賢く分析し、その結果に応

24 名（一般）

課題料理＝八宝菜、胡瓜の胡麻油あえ、麦入りごは
ん、中華スープ、デザート（ナタデココ入り）

じて舌や顎の動かし方、飲み込むタイミングを自動的に決定しており、
決定された動作は「できるだけ楽して食べてやろう」というずるさに基
づいています。今回の講義では、この口の賢さとずるさを体験していた
だきます。
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大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

vol.7～18 アンケート結果より（抜粋）

■大阪大学の公開講座等への参加経験のない方の参加が多く、本学の研究と初めて出会う場を創出している。
①ある
講師（講義テーマ）

回答者

割合(%)

②今回が初めて

無回答

回答者(人)

回答者(人)

割合(%)

計
割合(%)

回答者

(人)

割合(%)

(人)

vol.7 内野(医療史学）

5

23.8

14

66.7

2

9.5

21

100.0

10

43.5

11

47.8

2

8.7

23

100.0

7

30.4

15

65.2

1

4.3

23

100.0

11

47.8

10

43.5

2

8.7

23

100.0

5

23.8

14

66.7

2

9.5

21

100.0

vol.12 桃木（歴史学）

16

69.6

7

30.4

0

0.0

23

100.0

vol.13 栗原（植物学）

4

18.2

16

72.7

2

9.1

22

100.0

vol.14 中久保（考古学）

7

35.0

13

65.0

0.0

20

100.0

vol.15 山田（音楽学）

9

45.0

10

50.0

1

5.0

20

100.0

vol.16 内野（医療史学）

6

26.1

17

73.9

0

0.0

23

100.0

vol.17 古谷（文化史学）

10

52.6

9

47.4

0

0.0

19

100.0

vol.18 舘村（歯学）

11

47.8

12

52.2

0

0.0

23

100.0

全体

90

37.8

136

57.1

12

5.0

238

100.0

vol.8 樋上（美術史学）
vol.9 山田（音楽学）
vol.10 石蔵(医学）
vol.11 栗栖（分子生物学）

Ｑ5(4)大阪大学の公開講座等への参加経験は？
vol.7内野(医療史学）

23.8%

66.7%

vol.8樋上（美術史学）

43.5%

vol.9山田（音楽学）

9.5%

30.4%

65.2%

vol.10石蔵(医学）

47.8%

vol.11栗栖（分子生物学）

8.7%

47.8%

4.3%
8.7%

43.5%

23.8%

66.7%

vol.12桃木（歴史学）

9.5%

69.6%

vol.13栗原（植物学）

30.4%

18.2%

vol.14中久保（考古学）

72.7%

9.1%

35.0%

vol.15山田（音楽学）

65.0%

45.0%

vol.16内野（医療史学）

50.0%

26.1%

73.9%

vol.17古谷（文化史学）

52.6%

vol.18舘村（歯学）

47.4%

47.8%

52.2%

38.7%

全体
0%

10%

5.0%

4.6%

56.7%

20%

30%

①ある

44

40%

②今回が初めて

50%

無回答

60%

70%

80%

90%

100%

大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」

チラシの一例（おもて面のみ）

21 世紀懐徳堂ホームページ上で告知
する他、毎回チラシを作成し、モノレー
ル駅や大阪市内および北摂エリアの図
書館等の公共施設に配架している。
チラシには本学の学生のイラストを
採用するなど、学生の社学連携事業参画
の機会としている。
（左上から、vol.11、vol.14、vol8、vol.17、
vol.18 のチラシ）
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2-8. 大阪・京都文化講座
21 世紀懐徳堂が立命館大学文学部・立命館大阪オフィスと共催する公開講座。歴史や文化などに関して共通テー
マを設定し、大阪と京都・それぞれについての講座を複数回開講している。

（川人 よし恵）

・対象／一般
・定員／各回 80 名
・会場／立命館大阪キャンパス
（大阪市北区小松原町 2-4 大阪富国生命ビル 5F）
2011 年度は立命館東京キャンパスに同時中継した
・延べ受講者数／前期＝大阪 530 人、東京 246 人
後期＝大阪 578 人、東京 256 人
・受講料／全 8 回受講 13,000 円（1 回ずつの場合 2,000 円/回）
・申込／立命館大阪オフィス TEL.06-6360-4895
・共催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、立命館大学文学部・立命館大阪オフィス・立命館東京キャンパス
・時間／ 1 講義 100 分
・開催頻度／年 2 期、各 8 講座（大阪大学担当 4 回、立命館大学担当 4 回）
・講座立ち上げ時期／2009 年 10 月
成果

課題

2 大学が連携し、一つのテーマに関して多様な専門分野

2 大学が連携して取り組む講座ではあるが、企画および

の研究者が講義を展開するという講座スタイルが好評を博

広報、申込受付、当日運営など全般に渡り、立命館大学が

し、毎回、シニア層を中心とする多数の受講生が熱心に学

中心となり進めている。本学から出講する講師に対する事

んでいる。これまでの講師陣は、歴史・文化というテーマ

前のフォローおよび、講座当日の立ち会いについても、現

ゆえに文学研究科教員が中心であったが、今年度後期は「地

状では十分手が回っていなかったが、来年度はその辺りの

理学」をテーマとし、経済学研究科教員も出講した。柔軟

ケアを行い、本学の講座として最低限の対応をしていきた

なテーマ設定により、今後も本学の多様な研究を発信する

い。

場としていきたい。
また、今年度は立命館東京キャンパスへの同時中継での
開講も行われ、本学の研究を東京の受講生にも知っていた
だくことができたことは大きな収穫であった。東京会場で
も大阪会場と同程度の高い満足度を得られたことは、立命
館大学の運営の質の高さのおかげだと感謝している。

移転後の立命館大阪キャンパスでの講義風景

東京会場でのサテライト講義風景。毎回 30 名程度が受講
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大阪・京都文化講座

2011 年度前期「大坂・京の文彩―文学が織りなす二都のすがたー」

講座一覧

■ 近畿のことばが地方に広まる
全国の日本語は、中央語であった近畿地方のことばが各地に広まってい

彦坂 佳宣（立命館大学文学部・教授）

った結果です。例えば地域方言の推量「行くベシ」「行くロー」などは

5/9 (月)14:00〜15:40
申込者数

これです。この伝播の様子を今日の模様の『方言文法全国地図』を使い、

大阪 62 名、東京 29 名

古典語と 比較しながらお話しします。

■ 源氏物語と住吉
加藤 洋介（大阪大学大学院文学研究科・教授）
5/16(月)14:00〜15:40
申込者数

今日でも「すみよっさん」と親しまれる大阪の住吉大社は、平安時代の
文学にもしばしば登場するなど、古い歴史をもっています。平安時代の
文学と住吉との関わりを概観した上で、源氏物語における住吉とはどの

大阪 75 名、東京 34 名

ような存在であったのかについてお話ししたいと思います。

■ 天保 15 年の紀行文－京・大坂周辺を読む－
古書店で入手した３冊の写本には、天保 15 年（1844）の春、江戸浅草を

中西 健治（立命館大学文学部・教授）

発ち京・大坂を経て丹波国に帰る道中が旅情豊かに記されていました。

5/23(月)14:00〜15:40
申込者数

紹介を兼ねて、江戸の旅を追体験してみましょう。ゆるりと参ろう、京・

大阪 77 名、東京 30 名

大坂へ。

■ 幕末・明治期の漢文学と京・大坂の詩人たち
合山 林太郎（大阪大学大学院文学研究科・講師）
5/30(月)14:00〜15:40
申込者数

幕末・明治期の漢文学の世界では、永井荷風『下谷叢話』に描かれた江
戸・東京の漢詩人が有名である。しかし、この時期の漢詩の新たな潮流
は、京・大坂の詩壇にその源がある。個性豊かな詩人たちの事跡と作品

大阪 59 名、東京 26 名

を紹介し、その魅力を探る。

■ 都文学名所図会－浮世絵に描かれた文学－
江戸時代、伝説は、視覚的には強烈な影響力を持つ浮世絵の中でも独自

赤間 亮（立命館大学文学部・教授）

にイメージが形成されてきており、文学作品や演劇と相互に影響しあい

6/6(月)14:00〜15:40

ながら、史実とは異なる近世的な解釈を作り上げていきました。本講座

申込者数

では、こうした伝説の内、京都を舞台にしたいくつか作品を取り上げ、

大阪 57 名、東京 28 名

文学的な「名所図会」としてお示ししていきます。

■ 妙法院宮文芸サロン－異色の親王とその周囲の人々－
飯倉 洋一（大阪大学大学院文学研究科・教授）
6/13(月)14:00〜15:40
申込者数

冷泉家を破門された歌人小澤蘆庵に弟子入りし、本居宣長の『古事記伝』
の天覧を仲介し、文人上田秋成とも対面するなど、皇族としては異例の
ふるまいをした妙法院宮真仁法親王(1768～1805)とその周囲の人々の文

大阪 51 名、東京 33 名

芸活動を紹介し、その意味を考えます。

■ 森鷗外と＜京都＞-『高瀬舟』の世界
森鷗外『高瀬舟』の中で描かれる罪人喜助と同心羽田庄兵衛との舟内で

瀧本 和成（立命館大学文学部・教授）

の会話を通して、これまでよく指摘されている<安楽死>と<欲望>の問題

6/20(月)14:00〜15:40
申込者数

だけではない、この作品の魅力を新しい視点や資料等を交えて提示でき

大阪 81 名、東京 34 名

ればと考えています。

■ 近代文学が捉えた大阪・京都イメージ
日本近代文学に取り込まれた大阪・京都のイメージは明らかに大きな差

出原 隆俊（大阪大学大学院文学研究科・教授）
6/27(月)14:00〜15:40
申込者数

異がある。また、それぞれの地を活動基盤とする作家と、＜外来＞作家
の場合によっても違いがある。さらに、それぞれの地と東京を対比する
ことによって、両者の特色が浮かび上がることもある。漱石・谷崎・鏡

大阪 68 名、東京 32 名

花・川端・織田作・田辺聖子・宮本輝など、出来るだけ多くの作家・作
品を見渡したい。
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-8. 大阪・京都文化講座

大阪・京都文化講座

2011 年度後期「大阪・京都の風土と景観」

講座一覧

■ 大阪の地域特性とその課題
堤 研二（大阪大学大学院文学研究科・教授）

大阪をとりあげる４回の講演の最初として、まずは大阪の地域特性の概

10/17(月)14:00〜15:40
申込者数

要について述べる。また千里ニュータウンを事例として、人口減少・高
齢化等の問題とそれへの対応を考える。部分的に過疎地域の事例も紹介。

大阪 77 名、東京 21 名

■ 平安京に降った雪 －王朝時代の「雪山」作りから－
平安～鎌倉時代の平安京（京都）では、1 尺の雪が積もると大雪とされ

片平 博文（立命館大学文学部・教授）

ていました。また、王朝時代には大雪を利用して「雪山」をつくり、そ

10/24(月)14:00〜15:40
申込者数

れを楽しむといったこともしばしば見られました。ここでは、そうした
雅の風景の一コマについて、当時の気候･気象と関連づけながら読み解い

大阪 70 名、東京 39 名

てみたいと思います。

■ 城下町大坂 ―江戸時代の大阪を考える―
江戸時代の大阪（大坂）は「天下の台所」などといわれて、城下町と考
えられることは少ない。たしかに、全国各地に見られた城下町と比較す
ると、ちがう点が少なくないが、大坂城の城下町としての側面を持って
いた。大坂にはどんな侍がおり、どんな役割を果たしていたのか、また
大坂城はそこでどのような意義をもっていたのか考えてみたい。また、
江戸時代の京都も城下町とみることができ、大坂との類似性がある。こ
の点も視野に入れて、江戸時代の城下町に、従来とは別の角度からアプ
ローチすることを試みる。

小林 茂（大阪大学大学院文学研究科・教授）
10/31(月)14:00〜15:40
申込者数

大阪 105 名、東京 36 名

■ バーチャル京都：歴史都市京都のデジタル地誌学
近年、情報科学と人文科学が連携した新たな学問領域として、デジタル

矢野 桂司（立命館大学文学部・教授）

人文学（DH: Digital Humanities）が注目されている。ここでは DH の観点

11/7(月)14:00〜15:40
申込者数

から、コンピュータ上に再現された歴史都市京都の時空間、バーチャル
京都を通して、歴史都市京都の景観の変遷を見ていく。その結果、デジ

大阪 64 名、東京 38 名

タル地図を最大限に活用したデジタル地誌学を実践してみたい。

■ 大阪のインナーシティと都市再生の課題
高山 正樹（大阪大学大学院経済学研究科・教授）
11/14(月)14:00〜15:40
申込者数

インナーシティ（都心周辺部）問題をロンドン・ドックランドとの比較
のなかで紹介するとともに、大阪のインナーシティの実態と課題を考え
る中で、大阪の都市再生について考えたい。

大阪 71 名、東京 25 名

■ 京都の災害と歓楽街
京都には観光都市として祇園や先斗町などいくつかの歓楽街がある。こ

高橋 学（立命館大学文学部・教授）

れらは地元をはじめ観光客でにぎわっているが、地震や洪水といった災

11/21(月)14:00〜15:40
申込者数

害に対してきわめて被災しやすい場所である。歓楽街の形成とその問題

大阪 62 名、東京 35 名

点について検討をしてみたい。

■ 大阪におけるごみ問題の近現代
波江 彰彦（大阪大学大学院文学研究科・助教）
11/28(月)14:00〜15:40
申込者数

近代化、大戦と戦後復興、高度経済成長、グローバル化と、社会がめま
ぐるしく変わる中で、大阪のごみ問題もさまざまな局面に立ち、大きく
変容してきました。そうした大きな流れを追い、そこから今後の大阪の

大阪 61 名、東京 20 名

ごみ問題について考えてみたいと思います。

■ 京洛の名所と宴席のある風景
今回の講座では、京洛の「宴席」に注目してみたいと思います。宴席と

加藤 政洋（立命館大学文学部・准教授）

は「宴会の席」を意味しますが、そこではお酒やお料理を飲食しつつ、

12/5(月)14:00〜15:40
申込者数

ときには三味の音色に耳をかたむけ、舞を愉しむといった場でもありま
す。「宴席」は、京都の風土や人気と密接に関わりながら、独特の風景

大阪 68 名、東京 42 名

を生み出していたのでした。
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大阪・京都文化講座

アンケート結果より（抜粋）

■東京のサテライト会場での満足度も、大阪会場のものとほぼ同じ傾向であった
問２.今日の講座を受けて満足しましたか（大阪、単位＝％）
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問２.今日の講座を受けて満足しましたか（東京、単位＝％）
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10/24(月)平安京に降った雪
－王朝時代の「雪山」作りから－
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10/31(月)城下町大坂
―江戸時代の大阪を考える―
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-9. 植物探検隊

2-9. 植物探検隊
豊中キャンパスにある待兼山は普段は一般には解放されておらず、里山の自然がそのままの状態で残された貴重
なスポット。植物探検隊は、2001 年に新型授業開発プロジェクトに採択された基礎セミナー「植物を知り、植物
に学ぶ」の一部を、学外の一般の方に体験してもらおうとスタートした野外ワーク型の公開講座。2011 年度は、
春に第 5 回植物探検隊を、秋に第 6 回植物探検隊を、各 2 日ずつ開講した。

（沢村有生）

・対象／一般
・定員／各回 20 名
・会場／待兼山、21 世紀懐徳堂スタジオ
・受講料／無料（事前申込要）
・申込／大阪大学 21 世紀懐徳堂 TEL.06-6850-6443
・主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂
・協力／大阪大学総合学術博物館
・講師／栗原佐智子（『キャンパスに咲く花』（大阪大学出版会）編著）
・時間／120 分
・開催頻度：年 2 回
・講座立ち上げ時期：2009 年 10 月
・年間受講者数は 112 名
「第 5 回植物探検隊＠春の待兼山を訪ねて」
・日時／1 回目 4 月 17 日（日）13:30〜15:30、2 回目 4 月 24 日（日）13:30〜15:30
・受講者数

4 月 17 日→35 名、4 月 24 日→28 名

「第 6 回植物探検隊＠秋の待兼山を訪ねて」
・日時／1 回目 10 月 16 日（日）13:30〜15:30、2 回目 10 月 30 日（日）13:30〜15:30
・受講者数

10 月 16 日→25 名、10 月 30 日→24 名（雨天により当日キャンセルあり）

成果

課題

春と秋、年 2 回の開講が 3 巡目を超え、21 世紀懐徳堂の

里山の狭い自然路を進むため、１回の定員が少人数とな

人気レギュラー講座として定着。市民に開かれ、気軽に訪

らざるをえない。より多くの受講希望者に応えたいが、季

れることのできるキャンパスをもアピールしている。

節的に開講可能な時期が限られることもあり、現行は年間

夫婦、親子、3 世代で、絵画サークルの仲間で、学習塾

112 名の受講者数に留まっている。

の講師が小学生を引率してなど、参加メンバー構成がさま

リピーター率は約 20％。また、吹田キャンパス、箕面キ

ざまなことから、公開講座の中でも誘い合って参加したい

ャンパスでの開講も望まれているが、野外散策ルートと座

楽しめる講座と特徴づけられる。これまで土曜に開講して

学のための講義室の確保など、待兼山と 21 世紀懐徳堂スタ

きたが 2011 年度は日曜開講にしてみたところ、応募人数に

ジオと同等な環境やロケーションはいまだ見つからず、他

変わりはみられず、参加者に 20 代や小学生が増えた。学内

キャンパスでの開講にはつながっていない。中山池周辺で

教職員の参加者もみられ、学内でも認知度が高まっている。

の自然観察会をという依頼もきているが、企画に至ってい

細い未舗装路を進むため先頭を歩く講師の解説が後方で
は聞き取りにくいという難点があったが、第 6 回よりハン
ドマイクを使用したところ、改善された。
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ない。こちらは次年度、実現にむけて動いてみたい。

（上）待兼山の植物／平成 21 年度新型授業開発プロジェクト基礎セミナー「植物を知り、植物に学ぶ」より

90 分間たっぷりと待兼山を散策。講師が事前に下見をしておいた“みどころ”を中心に目についた植物を順次解説する。待兼
山の地理を知り尽くした栗原講師に導かれ、舗装遊歩道をはずれて、生い茂る草をかき分け進む“探検隊”ならではのルートが
魅力。座学の 30 分は、第 5 回では放射線育種について、第 6 回は果実の構造や種別についての講義があった。

受講者は植物入門者から使い込んだ植物
図鑑持参の上級者まで。少人数の講座で
講義が聞きやすく、散策と座学の時間配
分もよかったなど、毎回アンケートで高
い評価を得る。10 月 30 日は小雨がぱら
つくなかでの観察だったが「しっとり雨
に濡れた森の中を歩くのもまたよかっ
た」と肯定的反応であった。
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-10. 大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画

2-10. 大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画
2011 年 11 月 1 日に、21 世紀懐徳堂、大阪音楽大学連携支援センター、豊中市の 3 者が取り交わした連携協力事
業に関する覚書に基づき、開催する事業の第一弾。豊中市に所在する文理融合型総合大学と専門性の高い芸術系
単科大学のそれぞれの持ち味をいかした社学連携事業の開催により、地域社会への貢献を柱に、両大学の交流を
深める。文化芸術活動で培われる学生の自主性及び創造性を刺激することも目的である。

（沢村 有生）

第 1 回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画
「待兼山クリスマスコンサート 2011」
・日時／2011 年 12 月 18 日（日）14:00〜15:30
・出演／大阪音楽大学クラリネットオーケストラ（指揮：本田耕一教授）、
Moscow Mule（大阪大学アカペラサークル inspiritual voices 所属）
・会場／大阪大学会館

講堂

・対象／一般
・定員／300 名
・参加料／無料（事前申込要）
・主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪音楽大学連携支援センター、豊中市
・参加者数は 368 名

第 2 回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画
「ユース合唱フェスティバル 〜みんなで合唱を楽しもう！〜」
・日時／2012 年 3 月 17 日（土）10:00〜15:00
第1部

10:00〜12:00

合唱セミナー（講師：大阪音楽大学

本山秀毅教授）

第2部

13:00〜15:00

発表会（出演：大阪大学男声合唱団、小学生、中学生）

・対象／一般
・会場／アクア文化ホール（豊中市曽根東町 3-7-3）
・参加料／無料
・主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪音楽大学連携支援センター、豊中市
・協力／豊中市合唱協会
・参加者数は 320 名（出演者 170 名を含む）
料でも参加したいと継続を強く望む声も聞かれ、地域の文

成果

化振興に貢献する目的で開催された第１回の企画として成
同じ豊中市に所在しながら、これまでほとんど公的交流
のなかった大阪音楽大学と密に社学連携事業に取り組むこ
とができた。今後も地域社会への貢献を柱に両大学の交流
を深めていきたい。
「待兼山クリスマスコンサート 2011」は、大阪音楽大学か

功を収めたといえる。
「ユース合唱フェスティバル」へは、大阪大学男声合唱
団を派遣した。

課題

ら世界的に評価の高いクラリネットオーケストラと本田教
授を迎え、美しい生演奏に加えて、石巻でのボランティア

大阪大学からの出演者が 2 回連続で学生サークルとなっ

活動についての報告があり、来場者の胸を打った。Moscow

た。第 3 回以降は先生方の専門分野の研究についての講義

Mule の迫力ある演奏は大阪大学の学生の課外活動のレベ

で構成をしたい。またマスコミへ積極的にリリースし、学

ルの高さを見せた。イベント構成の評価も高く、今後、有

外に向けて活動を大いに PR したい。

52

●第 1 回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画
「待兼山クリスマスコンサート 2011」
大阪大学会館講堂の
1 階は満席。2 階もほ
ぼ埋まるほどの盛況
ぶり。4 月の改装後、
初めての来場者が多
く、アールデコの風合
いはそのままに美し
くなった内装は音楽
会にぴったりとの好

淺利敬一郎豊中市長の挨拶

評を得た。

からスタート。大阪大学と
大阪音楽大学による豊中市
での文化芸術活動の振興に
期待を寄せられた。

Moscow Mule
（大阪大学アカペラサークル
inspiritual voices 所属）
【演奏曲】
・Something got a hold on me
・うれしい!たのしい!大好き!
・Last Christmas
・サンタが街にやってくる
・listen
・think
来場者の感想（アンケート回答から抜
粋）
・アカペラを生で見たのは初めてでした
が、迫力満点で素晴らしかった。
・パートごとの紹介があり、アカペラの
構成がたいへんよくわかりました。
・学業と両立されているのが素晴らし
い。
・Moscow Mule の方々がとても素敵で
した。将来こんな大学に入って楽しめる
ことをしたいと思いました。
・有料開催でもよいと思う。
・入場料もチャリティーとしてはいか
が？
・歴史のあるホールで素晴らしい音楽が
楽しめました。
・妻に無理矢理つれられてきましたが、
どちらの演奏もとてもよかったです。来
てよかった。来年もぜひ企画してくださ
い。
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-10. 大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画

大阪音楽大学クラリネットオーケストラ演奏

指揮／本田耕一教授

【演奏曲】
・世界は日の出を待っている
・茶色の小瓶

・イン・ザ・ムード

・ムーンライト・セレナーデ

・シング・シング・シング

・石巻・わがふる里

・ビリーヴ

大阪音楽大学常任理事本田
耕一教授からは、大阪音楽
大学クラリネットオーケス
トラの東日本大震災被災地
でのボランティア活動の報
告と、「石巻・わがふる里」
という美しい曲が生まれた
背景の紹介があった。この
曲は石巻出身の大阪恩学大
学和泉耕二教授の作曲。演
奏中は、大切なふるさとを
思うあたたかい歌詞とメロ
ディーに胸を打たれ、涙す
る観客の方が何人もみられ

来場者の感想（アンケート回答から抜粋）

た。

・息遣いが聞こえてくるような熱いステージでした。
・クラリネット 17 台と音が低い大きなサイズ 12 台、計 29 台も舞台に乗って
びっくり！初めて聞きました。クラリネットにもいろいろあるのですね。
・懐かしい曲をクラリネットオーケストラで聞かせて頂き、とても気持ちが弾み、
幸せいっぱいになりました。クラリネットという楽器の素晴らしさを引き出さ
れたアレンジ、素晴らしいです。
・十一中の子も憧れているクラリネットの演奏を聞けて嬉しかった。
・「石巻・わがふる里」、故郷への愛が詩にも曲にも溢れ、本田先生の暖かい心
が紡ぐ名演奏で、忘れられない曲となりました。
・クラリネットオーケストラの皆さん、石巻の方々はどんな気持ちであの素晴ら
しい曲をお聞きになったんだろうと思うと、胸が熱くなりました。
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●第 2 回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画
「ユース合唱フェスティバル

〜みんなで合唱を楽しもう！〜」

「音楽あふれるまちとよなか」を目指し、次世代を担う子ど
もたちに、合唱のつくり方や楽しみ方を通じ、交流を深めて
もらう企画である。
第1部

合唱セミナー
指導：大阪音楽大学

本山秀毅教授

大阪音楽大学本山秀毅教授の指導を受け、すぐに合唱に情感
と奥行きが出る様子を目の当たりにし、小学生中学生の保護
者の間から溜め息がもれる。
第 2 部 発表会
出演／池田市立池田小学校合唱クラブ、吹田市立吹田南小学
校合唱部、池田ジュニア合唱団、豊中市立庄内西小学校庄西
合唱クラブ、豊中市立第一中学校コーラス部、豊中市立第三
中学校合唱部、大阪大学男声合唱団

来場者の感想（アンケート回答から抜粋）
・全員合唱がとても心に響きました。豊中市の音

・発表だけでなくセミナーもあり、娘にとってい

楽活動の熱心さに心ひかれました。自分の住んで

い経験になったと思います。このような機会を与

いる町にも合唱の和が広がればと思います。本山

えてくださり、有難うございました。

先生のご指導がとても良かったです。それぞれの

・小学生から大学生まで一緒に歌うことは滅多に

選曲がよかったと思います。大阪大学の男声合唱

ないことで、大変感動しました。本山先生のご指

団の声の素晴らしさに心身ともにあらわれたよ

導も大変興味深いものでした。

うです。ありがとうございました。
ゲスト出演し貫禄をみせた大阪大学男声合唱団
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-11. ラボカフェ

2-11. ラボカフェ
21 世紀懐徳堂が共催し、ホームページによる広報および学内公募窓口を担う対話型プログラムで、マンガカフェ
シリーズについてはチラシデザインも担当している。哲学・アート・デザイン・サイエンス・鉄道など、毎月多
様なテーマについて対話を重ねており、シリーズ化する人気企画も多数。本学のコミュニケーションデザイン・
センターによる企画が多いが、学内公募により本学の研究者の持ち込み企画も受け付けている。 （川人 よし恵）
・対象／一般
・定員／回によって異なる
・会場／アートエリア B1
（京阪電車中之島線「なにわ橋駅」地下 1 階コンコース）
・受講料・事前申込／無料・不要
・主催／アートエリア B1
（大阪大学＋NPO 法人ダンスボックス＋京阪電気鉄道株式会社）
・共催／大阪大学 21 世紀懐徳堂
・企画制作／大阪大学コミュニケーションデザイン・センター、NPO 法人ダンスボックス
・制作協力／NPO recip[地域文化に関する情報とプロジェクト]
・時間／ 回によって異なる
・開催頻度／毎月不定期に複数回開催（今年度は計 86 回開催・2,659 人が参加（参加者数不明の 5 回分を除く延べ人数））
・講座立ち上げ時期／2008 年 10 月（なにわ橋駅での開催開始）
成果

課題

なにわ橋駅のイベントとして定着し、学内外に多様な話

アウトリーチ関連のヒアリング調査で部局を回った際、

題を提供している。リピーターも多く、今年度も 2,000 名

「ラボカフェには以前から興味を持っていたが学内公募プ

以上の来場者があった。

ログラムの存在を知らなかった」という話を何度か耳にし

昨年度からスタートした学内公募プログラムへの応募が、

た。今年度、昨年度に比べて応募件数が倍以上増えたもの

今年度は 13 件に上った（昨年度 6 件）
。公募内訳は、内閣

の、学内公募プログラムの認知度はまだまだ高めていく必

府・最先端研究開発支援プログラム（中心研究者：審良静

要があると感じている。ラボカフェというブランドと、立

男）3 件、同最先端・次世代研究開発支援プログラム関係 7

地の良さを活かして、社学連携事業やアウトリーチ活動の

件、大阪大学学術研究機構会議関係 2 件、文学研究科アー

機会を増やしていきたい。

トメディア論コース 1 件であり、義務化されたアウトリー
チ活動としてのサイエンスカフェでの活用が中心となった。

文学研究科の学生による芸術環境論演習 JYORURI カフェ 学内公募で登場した内閣府最先端・次世代研究開発支援プログラム
（カフェ・オン・ザ・エッジネクスト「プリンターで細胞を生きた
（2012 年 1 月 18 日）
まま印刷する！」（2011 年 11 月 30 日）
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ラボカフェ

2011 年度に実施した学内公募プログラム一覧（1/2）

申込

プログラム名：

プログラム名：

No

カフェ名称

テーマ・タイトル

開催日

ゲスト名・所属
ゲスト：畑澤順（大阪大学大学院

カフェ・オンザエッ
1

ジ４～先端の科学
者が見ているコ
ト・モノ～

“がん”を見つける
カメラ、“こころ”
を写すカメラ：そ
の開発と今までに

医学研究科 教授）、ファシリテ
7/22（金）
18:30～20:00

わかったこと

ーター：坂野上淳（大阪大学免疫
学フロンティア研究センター准
教授）、進行役：竹内裕子・高木
昭彦・岩崎琢哉（大阪大学大型教
育研究プロジェクト支援室）

各回固有の
共催・協力等団体名
WPI 大阪大学免疫学
フロンティア研究セ
ンター、内閣府最先
端研究開発支援プロ
グラム（中心研究者
＝審良静男）

ゲスト：鈴木一博（大阪大学免疫
カフェ・オンザエッ
2

学フロンティア研究センター 准

WPI 大阪大学免疫学

教授）、ファシリテーター：坂野

フロンティア研究セ

ジ５～先端の科学

ライブで見る身近

7/28（木）

上淳（大阪大学免疫学フロンティ

ンター、内閣府最先

者が見ているコ

にある「免疫」

18:30～20:00

ア研究センター准教授）、進行

端研究開発支援プロ

役：竹内裕子・高木昭彦・岩崎琢

グラム（中心研究者

哉（大阪大学大型教育研究プロジ

＝審良静男）

ト・モノ～

ェクト支援室）
カフェ・オンザエッ
3

ジ・ネクスト～最先

有害を無害に変え

端・次世代の科学者

る植物の力・化学

が見ているコト・モ

の力

10/7（金）
18:30～20:00

ゲスト：木田敏之（大阪大学大学
院工学研究科 准教授）
進行役：岩崎琢哉

ノ～
カフェ・オンザエッ
4

ジ・ネクスト～最先

プラスチックで磁

端・次世代の科学者

石、できるでしょ

が見ているコト・モ

うか？

10/19（水）
18:30～20:00

ゲスト：関 修平（大阪大学大学
院工学研究科 教授）
進行役：岩崎琢哉

ノ～
カフェ・オンザエッ
ジ・ネクスト～最先
5

端・次世代の科学者

骨の話をしよう。

が見ているコト・モ

10/28（金）
18:30～20:00

ゲスト：中野貴由（大阪大学大学
院工学研究科 教授）
進行役：岩崎琢哉

ノ～

究プロジェクト支援

カフェ・オンザエッ
6

ジ・ネクスト～最先

ナノ世界の職人技

端・次世代の科学者

を支える「自己組

が見ているコト・モ

織化」

11/4（金）
18:30～20:00

ゲスト：柳田 剛（大阪大学産業
科学研究所 准教授）
ファシリテータ：高木昭彦

ノ～
カフェ・オンザエッ
ジ・ネクスト～最先
7

端・次世代の科学者
が見ているコト・モ
ノ～

8

大阪大学大型教育研

縁の下の力持ち
「細胞膜」が未来

11/11（金）

のものづくりを変

18:30～20:00

える！？

カフェ・オンザエッ

免疫は微生物を必

ジ・ネクスト～最先

要としている？

端・次世代の科学者

～化学の目から見

が見ているコト・モ

た身の回りの細菌

ノ～

と活性物質～

11/17（木）
18:30～20:00
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ゲスト：馬越 大（大阪大学大学
院基礎工学研究科 准教授）
ファシリテータ：岩崎琢哉

ゲスト：藤本ゆかり（大阪大学大
学院理学研究科 准教授）
ファシリテータ：坂野上 淳

室・支援事務室

2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-11. ラボカフェ

ラボカフェ

2011 年度に実施した学内公募プログラム一覧（2/2）

申込

プログラム名：

プログラム名：

No

カフェ名称

テーマ・タイトル

開催日

カフェ・オンザエッ
9

各回固有の

ゲスト名・所属

共催・協力等団体名

ゲスト：松崎典弥（大阪大学大学

ジ・ネクスト～最先

プリンターで、細

端・次世代の科学者

胞を、生きたまま

が見ているコト・モ

印刷する

11/30（水）
18:30～20:30

ノ～

院工学研究科 助教）、狩野光伸

大阪大学大型教育研

（東京大学大学院医学系研究科

究プロジェクト支援

講師）

室・支援事務室

ファシリテータ：岩崎琢哉
主催：内閣府・最先
ゲスト：稲垣 冬彦（北海道大学

10

大学院先端生命科学研究院 特任

カフェ・オンザエッ

かたちとはたらき

ジ６～先端の科学

－タンパク質のコ

10/27（木）

者が見ているコ

ミュニケーション

18:30～20:00

ト・モノ～

－

教授）
ファシリテータ：竹内裕子
進行役：加来奈津子、高木昭彦、
岩崎琢哉（大阪大学大型教育研究
プロジェクト支援室）

端研究開発支援プロ
グラム（中心研究者
＝審良静男）、共催：
WPI 大阪大学免疫学
フロンティア研究セ
ンター、企画制作：
大阪大学大型教育研
究プロジェクト支援
室
大阪大学学術研究機

11

大阪大学学術研究

透明な紙で、あな

機構会議の研究と

たなら何を作りま

きめき＊カフェ

すか？

12/16（金）
18:30～20:00

ゲスト：能木雅也（大阪大学産業

構会議、大阪大学大

科学研究所 助教）

型教育研究プロジェ

ファシリテータ：高木昭彦

クト支援室・支援事
務室
大阪大学学術研究機

大阪大学学術研究
12

機構会議の研究と
きめき＊カフェ

ボツリヌス食中毒
の秘密

2012/

ゲスト：藤永由佳子（大阪大学微

構会議、大阪大学大

1/19（木）

生物病研究所

型教育研究プロジェ

18:30～20:00

ファシリテータ：坂野上 淳

特任教授）

クト支援室・支援事
務室

1/17 （ 火 ) 、
13

JYORURI

カフェ

ぶらり浄瑠璃

1/18（水)

～おもろいんや

19:00～20:30

な、コレが～

※1/17（火）
は展示のみ
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ゲスト：淨るりシアター、能勢人
形浄瑠璃鹿角座
カフェマスター：永田 靖（大阪
大学大学院文学研究科 教授）

主催：大阪大学文学
研究科アートメディ
ア論コース「芸術環
境論演習」、共催：
淨るりシアター

ラボカフェ

プログラムの学内公募について（パンフレットより抜粋）

今日、大学は、さまざまな形で社会へのアカウンタビリ
ティが求められています。このことを踏まえ、2006 年度よ

定しており、応募多数の場合は調整させていただきます。
応募いただいた企画は「アートエリア B1 運営委員会」

り本学コミュニケーションデザイン・センターが主体とな

で選考させていただきます。

り、企業と NPO と協働した社学連携プロジェクトを実施

※スケジュールについては今後変更の可能性があります。

してきました。そして 2008 年度より、常設型のコミュニ
ケーションスペース「アートエリア B1」（京阪電車なにわ

■応募条件

橋駅地下 1 階コンコース）を運営しています。

「ラボカフェ」の実施は、以下の項目を満たすものに限ら

「ラボカフェ」とは、大学のアウトリーチ活動として実
践する対話プログラムです。こうした試みは、研究の社会
還元と社会人を対象とした都市におけるセルフラーニング
の場の形成のひとつであると考えます。このようなカフェ
プログラムは、研究者の視点を社会に開き、参加者との対

れます。
・上記「カフェプログラム」ガイドラインに準拠している
こと。
・実施時に、
本学助教以上の教員あるいは職員の責任者 2 名
以上が常駐可能であること。

話を通じて研究者自身が新たに発見し次の活動に繋げてい

・責任者 2 名のいずれかが、プログラムの準備と実施、広

くこと、そして大阪大学の「知」のありさまを一般の人び

報情報の共有、
「アートエリア B1 使用申込書／報告書」

とに広く理解してもらう機会となるという意味でも、有意

の提出などのために、アートエリア B1 管理スタッフと

義な活動であると考えています。

の連絡調整等が可能であること。

そこで、この度、本学の教職員および学生が企画する「カ
フェプログラム」を募集いたします。

・開催当日の会場設営・受付準備・機材セッティング・接
客・プログラム実施・撤収など、一連の作業をプログラ
ム提案者で行えること。

■「カフェプログラム」について（ガイドライン）
・啓蒙啓発活動ではありません。一般の方が対象であり、
専門知識を持つ者、持たない者がフラットな関係にあり、
設定された主題／テーマを共に探求することができる場

■注意事項
・プログラム提案時までに、
「ラボカフェ」を見学されるこ
とをお勧めします。
・会場使用料は無料です。ただしプログラム実施に関する

です。
・話題提供者と参加者、参加者同士の質疑、意見交換、議
論といったディスカッションなど、双方向のコミュニケ

経費（ゲスト謝金、旅費、資料代等）は基本的にプログ
ラム提案者でご負担いただきます。
・広報に関しては、
「ラボカフェ」全体及び「アートエリア

ーションをとることに重きを置いています。
・公開講座や授業のように、話者と聞き手の関係性が一方

B1」のチラシ／ウェブは制作いたします。その他の独自
広報をご計画の場合は、事前にご相談ください。

的な講義の場ではありません。
・多様な対話の場（トークセッション、ワークショップ、

・参加費・資料代等の徴収は可能ですが、非営利で運営し

シンポジウム、オープンミーティング等）としてご利用

ておりますので、事前の申請及び事後報告等が必要にな

ください。

りますことを、あらかじめご了承ください。

■採用までの流れとスケジュール※

■「ラボカフェ」実施エリア
・ロビー（下図色付きのエリア）をご使用ください。

公募は随時行います。プログラム実施希望月の 3 ヶ月前
の末日を応募締め切りとします。（例：「7 月中」実施希望
なら 4 月末日までにご応募ください。）
ひと月あたりの公募企画の実施は、2～3 プログラムを予
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2.公開講座・催しの実施 ＞ 2-11. ラボカフェ

ラボカフェ

プログラムの学内公募応募用紙（21 世紀懐徳堂ホームページよりダウンロード可能）
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マンガカフェチラシ（2012 年 2 月「フレンチコミックス＝BD 最前線」）

61

3. 学内外との連携による社学連携事業推進 ＞ 3-1. 支援メニューおよび支援実績概要

3-1. 支援メニューおよび支援実績概要
21 世紀懐徳堂は、自ら主催して公開講座やイベントを実施し、ホームページなどによる情報発信を行う他に、学
内の各部局・研究者が取り組んでいる社学連携事業を支援したり、学外から社学連携の趣旨に合う協力依頼が寄
せられた時に対応するという重要なミッションも担っている。４月にリニューアルオープンしたスタジオやギャ
ラリー会場の提供の他、広報に関する支援や講師派遣など、今年度も様々な依頼に対応した。また、今年度から
はアウトリーチ活動支援窓口としての側面も加わり、アウトリーチ相談をきっかけにチラシ発送・配架や学生ア
ルバイト代補助等の「協力」支援につながったケースも徐々に増えてきている。

（林

浄美）

・対象／学内外の社学連携に関する取り組み（会場提供に関しては授業も含む）
・支援申請方法／協力依頼書の提出（21 世紀懐徳堂 HP 掲載のみの場合は依頼書提出不要）

豊中文化行政実務担当会議研修会／会場提供（スタジオ）

えびす男選び＠阪大坂 2012
／HP 広報、備品保管スペース提供等

課題

成果
昨年度に支援実績のない 5 部局（基礎工学研究科、世界

本年度は 21 世紀懐徳堂が学内のアウトリーチ活動支援

言語研究センター、サイバーメディアセンター、教育実践

窓口になったため、学内に向けてのアウトリーチ活動支援

センター、学生部キャリア支援課）に対して、新たに支援

の周知を中心にしてきたが、まだまだ、従来のつながり・

機会を得ることができた。本年度は 21 世紀懐徳堂が学内の

口コミによる支援が中心であり、十分に周知が出来たとは

アウトリーチ活動支援窓口になったため、アウトリーチ活

いえない。今後、
「アウトリーチ活動支援メニュー」を学内

動相談の問い合わせをきっかけに、支援につながったケー

に配布し、利用を呼びかける予定にしているが、21 世紀懐

スも出できている。

徳堂の社学連携支援を様々な部局・研究者などに利用して

また、4 月に耐震工事を終えた大阪大学会館がリニュー

もらうための方策を検討し、試みていく必要がある。

アルオープンし、スタジオ・ギャラリーが通常運営できる

また、社学連携事業の拠点であるスタジオ・ギャラリー

ようになったため、社学連携活動や授業（社学連携協力授

の運営がまだ軌道に乗っているとは言えないため、来年度

業）による会場利用が激増した。

は豊中キャンパスの中にある多目的なスタジオならではの

少しずつではあるが、21 世紀懐徳堂の社学連携事業支援

特色を生かした教職員・学生が協力した社学連携事業も増
やしていきたい。

に広がりが出てきている。
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2011 年度支援実績（概要）※21 世紀懐徳堂ホームページを通じた支援(イベント情報掲載)についてはｐ104 参照
21 世紀懐徳堂の支援実績（単位：件）
会場
提供

名義
使用

文学研究科

59

人間科学研究科

2

経済学研究科

3

学生
アルバイト
謝金

講師
派遣
10

ポスター掲
示、チラシ配
架、備品貸出

2

13
1

1

1

理学研究科・理学部

2

2

医学系研究科

1

1

工学研究科

3

*基礎工学研究科

1

1

2

2

言語文化研究科

14

産業科学研究所

1

総合学術博物館

4

*世界言語研究センター

1

保健センター

1

*サイバーメディアセンター

3

コミュニケーションデザイ
ン・センター（CSCD）

3

1

国際公共政策研究科
情報科学研究科

2

6

広報・社学連携事務室

1

1
4

1

1
1

73

*大学教育実践センター

1

3

2

4
1

教育・情報室 学生支援ステー

1

1

1

1

大阪大学夏まつり実行委員会

1

1

学外

5

ション
*学生部キャリア支援課

計

1

164

37

（内 136 件

（協力 31、

は授業）

後援 2、共催 4）

*＝今年度新たに支援機会を得た部局 等

63

4

1

5

4

9

44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

No.

箕面市立中央生涯学習センター

文学研究科
情報科学研究科
文学研究科
CSCD
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
理学部
経済学研究科
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
CSCD
大学教育実践センター
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
文学研究科
国際公共政策研究科
経済学研究科
文学研究科

2011.5.20〜2011.6.10

2011.5.20
2011.5.20

64

2011.6.16
2011.6.16
2011.6.16

2011.6.13〜2011.11.19

2011.5.24
2011.5.26
2011.5.26
2011.5.27
2011.5.27
2011.6〜
2011.6.2
2011.6.2
2011.6.2
2011.6.3
2011.6.3
2011.6.7
2011.6.9
2011.6.9
2011.6.9
2011.6.10
2011.6.10

2011.5.22〜2011.5.24

2011.4.28
2011.4.28
2011.4.29
2011.5.6
2011.5.6
2011.5.10
2011.5.12
2011.5.12
2011.5.12
2011.5.13
2011.5.13
2011.5.19
2011.5.19

2011.4.28〜2011.7.21

2011.4.28〜2011.6.30

2011.4.12
2011.4.12
2011.4.14
2011.4.14
2011.4.15
2011.4.21
2011.4.21
2011.4.22
2011.4.22

職名

教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
館長
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
教授
教授
院生
教授
准教授
教授
准教授
教授
教授
教授
准教授
教授
教授
館長
教授
准教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
学生
准教授
教授
教授
教授
准教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
教授
教授
准教授
教授

主催団体代表者

文学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
文学研究科
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
総合学術博物館
はびきの市民大学
文学研究科
CSCD
文学研究科
文学研究科
情報科学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
文学研究科
CSCD

所属

2011.4.7〜2011.12.22

開催日
片山
平田
平田
金水
平田
青木
金水
平田
青木
伊藤
江口
増田
金水
平田
谷脇
青木
伊藤
平田
西村
金水
平田
青木
伊藤
金水
平田
川瀬
青木
伊藤
片山
平田
金水
平田
青木
伊藤
鈴木
深尾
金水
平田
青木
伊藤
平田
井上
金水
平田
青木
伊藤
金水
野村
深尾
金水

氏名
平成23年度懐徳堂古典講座基本コース
【授業】領域横断ゼミ（打合せ）
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
第13回企画展「阪大生・手塚治虫 ー医師か？マンガ家か？ー」
はびきの市民大学平成23年度前期講座
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
関西チャリティ美術展プレイベント
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
オレンジカフェ「からだトーク」
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
箕面市･大阪大学連携講座「暮らしの中でからだを守る」
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
平成23年度懐徳堂春季講座
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
石橋キャンパスプロジェクト
【授業】アジア環境マネジメント
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】全学共通教育科目基礎セミナー
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
イシバシ・ハンダイ映画祭2011
薮中三十二様特別講演会
【授業】アジア環境マネジメント
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門

行事名

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

会場提供

○共催
○協力

○協力

○協力

○協力

○協力

○協力
○協力

○協力

名義使用

○

○

講師派遣
架、備品貸出

謝金

○
○

○

○

○

○

○
○

○

ﾎﾟｽﾀｰ掲示、ﾁﾗｼ配

学生アルバイ ト

21世紀懐徳堂支援

3. 学内外との連携による社学連携事業推進 ＞ 3-1. 支援メニューおよび支援実績概要

2011 年度支援実績（詳細リスト 1/4）

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

No.

65

2011.8.12〜2011.8.13

2011.8.8
2011.8.10
2011.8.11

2011.8.6〜2011.8.28

2011.8.2〜2011.8.4

2011.7.14
2011.7.14
2011.7.14
2011.7.15
2011.7.15
2011.7.18
2011.7.19
2011.7.21
2011.7.21
2011.7.22
2011.7.22
2011.7.28
2011.7.28
2011.7.29
2011.8.2

2011.7.13〜2011.7.16

2011.7.5
2011.7.6
2011.7.7
2011.7.7
2011.7.7
2011.7.8
2011.7.8
2011.7.9
2011.7.9
2011.7.10

2011.7.3〜2011.7.17

2011.6.21
2011.6.23
2011.6.23
2011.6.24
2011.6.24
2011.6.26
2011.6.27
2011.6.29
2011.6.30
2011.6.30
2011.7.1
2011.7.1
2011.7.2

2011.6.18〜2012.3.10

2011.6.16
2011.6.17
2011.6.17

開催日

大阪大学夏まつり実行委員会

大学教育実践センター
文学研究科
基礎工学研究科
文学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
文学研究科
CSCD
情報科学研究科
CSCD
産業科学研究所
株式会社ヤサカ
文学研究科
文学研究科
文学研究科
CSCD

職名

教授
教授
准教授
館長
教授
教授
教授
教授
准教授
事務長
教授
講師
教授
教授
教授
准教授
講師
教授
教授
室長補佐
准教授
教授
教授
教授
准教授
委員長
講師
教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
教授
教授
准教授
特任講師
係長
代表取締役
教授
教授
教授
教授

主催団体代表者

CSCD
文学研究科
情報科学研究科
総合学術博物館
CSCD
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
保健センター
文学研究科
大学教育実践センター
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科
大学教育実践センター
文学研究科
CSCD
広報・社学連携事務室
総合学術博物館
文学研究科
CSCD
文学研究科
情報科学研究科

所属
平田
青木
伊藤
江口
平田
金水
平田
青木
伊藤
大澤
永田
尾池
金水
平田
青木
伊藤
尾池
片山
平田
野瀬
宮久保
金水
平田
青木
伊藤
本間
尾池
金水
石黒
金水
平田
平田
青木
伊藤
平田
平田
金水
平田
青木
伊藤
金水
平田
伊藤
蓮行
大西
八坂
永田
永田
永田
平田

氏名
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
サイエンスカフェ＠待兼山 （No.66〜88）
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
大阪大学オペラ同好会（鑑賞会）
豊中文化行政実務担当会議研修会
【授業】教育社会・制度学
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
【授業】教育社会・制度学
平成23年度懐徳堂古典講座集中コース
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
社学連携事業 門真第六中学体験授業
全国同時七夕講演会 大阪大学講演「宇宙について語ろう」
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
第32回大阪大学夏まつり
【授業】教育社会・制度学
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門「まちかねておはこ祭り2011」
第1回「アンドロイドの館」in大阪空堀
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】情報基礎セミナー
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】情報基礎セミナー
国際演劇学会に向けての会議
ものづくり教室・ナノテク理科教室
地域資源を活用したPBLによる人づくり「たかしま社会探検塾」
国際演劇学会 劇団態変「ウリ・オモニ」
国際演劇学会 劇団このしたやみ「二人で狂う･･･好きなだけ」
国際演劇学会 劇団青年団+大阪大学 ジェミノイド公演「さようなら」
アンドロイド注別のデータ入力、撮影

行事名

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

会場提供

○協力
○後援

○共催
○協力

○協力

○協力

○協力

○協力

名義使用

講師派遣

○

○

架、備品貸出

謝金

○
○
○
○
○

○
○

○

○

○

○

ﾎﾟｽﾀｰ掲示、ﾁﾗｼ配
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2011 年度支援実績（詳細リスト 2/4）

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

No.

工学研究科
大学教育実践センター
工学研究科

サイバーメディアセンター

文学研究科
CSCD

箕面市立中央生涯学習センター

CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
理学研究科
CSCD
CSCD
CSCD
文学研究科
総合学術博物館
文学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
CSCD
CSCD
国際公共政策研究科
学生部キャリア支援課
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
文学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
文学研究科
CSCD
CSCD
CSCD
文学研究科
人間科学研究科
文学研究科
CSCD
文学研究科
CSCD
CSCD

2011.8.27〜2011.8.28

2011.9.11
2011.9.26
2011.10.4

2011.10.5，10.29，11.19

2011.10.6
2011.10.6
2011.10.12
2011.10.13
2011.10.13
2011.10.14
2011.10.14
2011.10.16
2011.10.18
2011.10.20
2011.10.20
2011.10.21

66

2011.11.23
2011.11.24
2011.11.24
2011.11.25
2011.11.27
2011.11.29
2011.11.29
2011.11.30
2011.12.1
2011.12.1

2011.11.20〜2011.11.22

2011.10.26
2011.10.27
2011.10.27
2011.10.28
2011.10.29
2011.11.1
2011.11.5
2011.11.5
2011.11.6
2011.11.10
2011.11.10
2011.11.11
2011.11.15
2011.11.16
2011.11.17
2011.11.17
2011.11.18
2011.11.19

2011.10.25〜2012.2.2.4

2011.9.10〜2012.3.18

2011.8.28

職名

教授
教授
教務係長
教授
准教授
教授
教授
館長
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
館長
教授
教授
教授
教授
教授
教授
特任講師
教授
係長
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
特任准教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授

主催団体代表者

サイバーメディアセンター

所属

2011.8.25〜2011.8.26

開催日
菊池
森
都々木
藤原
時田
圀府寺
平田
川瀬
平田
平田
永田
平田
平田
青木
平田
小川
平田
平田
平田
青木
橋爪
永田
平田
平田
青木
平田
平田
内野
野村
岡本
平田
平田
青木
平田
永田
平田
平田
青木
金水
片山
久保田
平田
平田
青木
赤尾
片山
平田
永田
平田
平田

氏名
ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ2011成果発表会・表彰式
大阪大学工業会主催第１２回音楽会
「アートと学校と社会から」イベント控え室として使用
女子中高生のための関西科学塾2012
公開講演会「東日本大震災と原発事故：いま関西からできること」の控え室
公開講演会「Besides Pollock.The men in Lee Krasner's Life」
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
箕面市･大阪大学連携講座「世界の”まち”を旅しよう！」
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】社会連携活動の研究と実践
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
日本物理学会 公開シンポジウム「身近な光の最先端サイエンス」
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
第14回企画展「脳の中の「わたし」と情報の中の＜私＞」
【授業】社会連携活動の研究と実践
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】社会人学び直しプログラム「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾅｰ育成プログラム」
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
CSCD企画カフェ「琵琶と語る」
まちかね祭公開講義「人を惹きつけるリーダーシップ」
大学祭イベント「ビブリオバトル」・「教授の本棚」
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】社会連携活動の研究と実践
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門「ｲｼﾊﾞｼ・ﾊﾝﾀﾞｲ映画祭2011」
平成23年度懐徳堂秋季講座
CSCDラボカフェ関連「ブラジル映画上映会」
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
GCOE主催「民魂の音を聴く」（講演会、音楽会、ﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）
平成23年度懐徳堂アーカイブ講座
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】社会連携活動の研究と実践
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
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No.
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箕面市立中央生涯学習センター

文学研究科
経済学研究科
CSCD
文学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
文学研究科
CSCD
CSCD
文学研究科
言語文化研究科
文学研究科
CSCD
CSCD
CSCD
文学研究科
CSCD
CSCD
医学系研究科
CSCD
文学研究科
人間科学研究科
文学研究科

2011.12.24,2012.1.21,1.28

2012.1.6
2012.1.8
2012.1.10
2012.1.11
2012.1.12
2012.1.12
2012.1.13
2012.1.13
2012.1.19
2012.1.19
2012.1.20
2012.1.21

教育・情報室 学生支援ステーション

工学研究科

2012.3.20

2012.3.14,3.16,3.24,3.26,3.29

2012.3.17〜2012.3.19

2012.1.24
2012.1.26
2012.1.26
2012.1.27
2012.2.2
2012.2.2
2012.2.12
2012.2.14，2.15
2012.2.21
2012.3.9，3.10

2012.1.24〜3.3（8回）

サイバーメディアセンター

CSCD
CSCD
CSCD
文学研究科
文学研究科
文学研究科
CSCD
CSCD
CSCD

2011.12.13
2011.12.15
2011.12.15
2011.12.16
2011.12.17
2011.12.21
2011.12.22
2011.12.22
2011.12.23

職名

教授
准教授
教授
教授
教授
准教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
館長
教授
准教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
教授
講師
特任講師
教授
教授
教授
准教授
教授

主催団体代表者

文学研究科
大学教育実践センター
文学研究科
CSCD
CSCD

所属

2011.12.11，12.17，12.18

2011.12.7
2011.12.8
2011.12.8

2011.12.3〜2011.12.5

2011.12.2

開催日
青木
中村
永田
平田
平田
竹蓋
平田
平田
平田
青木
神山
永田
平田
平田
平田
川瀬
青木
松村
平田
永田
平田
平田
青木
青木
平田
平田
青木
生田
永田
平田
平田
平田
青木
平田
平田
数井
蓮行
堤
前迫
永田
太刀掛
新田

氏名

【授業】社会連携活動の研究と実践
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
箕面市・大阪大学連携講座「減災のすすめ」
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
ゑびす男選び＠阪大坂2012
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】社会連携活動の研究と実践
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
公開ワークショップ
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
シンポジウム「満洲の中のロシア」
大阪大学シンポジウム(3/4)パフォーマンスの演出・リハーサル
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
市民公開フォーラム「認知症とむかいあう、となりあう」
「ロボティクス演劇祭」
大阪大学公共政策研究会
劇団ちゃうかちゃわん プロデュース「歪に愛情」公演
アカペラスーパーライブ出演選考公開オーディション
2011年度市民社会講座「社会とワタシの関係学」
サスティナビリティ・カフェ2012

大阪言語研究会(169回)公開講演会 The20th Indo-European Colloquium of Japan

【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
第２劇場「岸本愉香個展」公演
【授業】社会連携活動の研究と実践
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
ESS演劇「あなたは私のムコになる」
【授業】領域横断ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）
【授業】コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
【授業】パフォーミングアーツの世界
【授業】応用日本語学・日本語教育学演習
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○
○
○
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○
○
○
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○
○
○
○
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○協力
○協力

○協力
○協力
○協力

○協力

○協力

○協力
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○
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3. 学内外との連携による社学連携事業推進 ＞ 3-2. アウトリーチ活動支援

3-2. アウトリーチ活動支援
当初は内閣府の「国民との科学・技術対話」基本方針を受ける形でスタートしたが、2011 年 4 月には、大阪大学
として「研究者のアウトリーチ活動（研究成果公開活動）を推進する」という方針を確認し、21 世紀懐徳堂を窓
口に、全学のアウトリーチ活動を推進するべく、支援や情報の集約を行うことになった。8 月にはアウトリーチ
活動のポータルサイト「大阪大学アウトリーチ WEB」を開設。また年度の後半には、活動支援を充実させるため、
アウトリーチ活動の実情や支援ニーズについての部局アンケートおよびヒアリング調査を実施した。この結果は、
次年度以降の企画や支援体制に役立てていく予定である。

（林

浄美）

・目的／
1）大阪大学のアウトリーチ活動（研究成果公開活動）の推進をサポートする。
2）アウトリーチに関する学内外のニーズを把握し、支援機能を強化する。
3）21 世紀懐徳堂が担う「本学のアウトリーチ・ポータル」としての機能を充実させる。
・経緯／下記表のとおり
時期
2007 年 4 月
2010 年 6 月 19 日

出来事・取り組み

概要

「大阪大学 21 世紀懐徳堂」発足
内閣府が「国民との科学・技術対話」の推進について（基
本的取組方針）発表

2010 年 8 月 29 日
2010 年 12 月〜

内閣府に対して 21 世紀懐徳堂を大阪大学の窓口に登録
研究者アンケート実施

対象となる研究者 121 名に「対話」実

2011 年 2 月

施状況を調査（回答率 83.5％）

2011 年 3 月

アウトリーチ活動についての FD ワークショップ開催

2011 年 4 月

21 世紀懐徳堂を窓口に、全研究者のアウトリーチ活動

主催：CSCD、21 世紀懐徳堂

推進方針を決定。部局長会議にて周知。
2011 年 8 月 24 日

「大阪大学アウトリーチ WEB」開設

アウトリーチ活動情報や研究者向け
支援情報を公開

2011 年 9 月
2011 年 9 月〜
2012 年 2 月

各部局を対象に、アウトリーチ活動に関するアンケート

52 部局にアウトリーチ実施状況およ

調査を実施

び支援ニーズを調査（回答率 100％）

部局および 21 世紀懐徳堂関係委員（研究者）に、アウ

研究者個人ヒアリング 5 件、部局ヒア

トリーチ活動に関するヒアリング調査を実施

リング 18 件

成果

課題

本年度 4 月からアウトリーチ活動支援窓口としての活動

アウトリーチ活動支援窓口としては、21 世紀懐徳堂は、

を開始した。8 月にはポータルサイト「大阪大学アウトリ

まだまだ認知度が低く、十分な支援が出来ているとは言え

ーチ WEB」も開設し、アウトリーチ活動情報を掲載すると

ない。本年度は、学内外への周知と、支援ニーズに合った

ともに、学内研究者向けに支援メニューや実例・ノウハウ

サポートや活動機会の提供に向け、ニーズの把握と体制整

も紹介し、実施をサポートするようつとめた。

備のために時間をかけた一年となった。

これにより、まだまだ数は少ないが、
「ラボカフェ」学内

来年度からは、21 世紀懐徳堂が企画するアウトリーチ・

申請や、学生アルバイト代補助、広報チラシの発送など、

イベント等、活動の機会を増やすとともに、支援ニーズに

新たな相談・問い合わせが寄せられるようになった。

合ったサポートができるよう、関連する支援部署とも連携
し、支援体制を強化していきたい。

68

■21 世紀懐徳堂を窓口に、全研究者のアウトリーチ

大阪大学アウトリーチ WEB

活動推進方針を決定。部局長会議にて周知。

情報掲載状況（件数）
（2011.8.24〜2011.3.10）

大阪大学 21 世紀懐徳堂は 2010 年 8 月に大阪大学のアウ
年 4 月から支援窓口としての学内周知を開始した。
4 月の部局長会議や学内広報誌『阪大 NOW』で全学への

イベント

トリーチ活動（研究成果公開活動）支援窓口となり、2011

周知をすすめ、さらに 8 月にはアウトリーチ活動のポータ

・公開講座

48

・サイエンスカフェ

29

・シンポジウム

10

・その他

14

ルサイト「大阪大学アウトリーチ WEB」を開設し、本学の

計

アウトリーチ活動のポータルとしての 21 世紀懐徳堂の機
能をスタートさせた。

8 月 24 日に開設した「大阪大学アウトリーチ WEB」は、
公開講座やサイエンスカフェ、公開シンポジウムなどのイ

・メディア

■「大阪大学アウトリーチ WEB」開設

・WEB

9

・出演

3

・出版

11

・報道

1

ベント、研究内容や成果を紹介するホームページや書籍な
ど、大阪大学の研究にふれる多様な機会の情報を集めて提
供するアウトリーチ活動情報の集約サイトであり、さらに

101

計
お知らせ

5
合計

一方では、学内研究者のアウトリーチ活動実施サポートの

24

130

機能も担っている。
各部局や研究者が個々に発信していたアウトリーチ活動
の情報を集約することで学内の様々なサイトの回遊性を高

■アウトリーチ支援状況
「大阪大学アウトリーチ WEB」での情報発信以外の本年

め、また、研究者に対してはアウトリーチ活動のノウハウ

度のアウトリーチ活動支援を振り返る。

や活動事例等を提供し、アウトリーチ活動の促進につなげ

●会場提供・紹介
スタジオ・ギャラリーを利用したアウトリーチ・イベン

ることをめざすものである。
本年度は開設初年度であり、試行錯誤しながらの運用に

トはまだ事例が少なく、本年度は「ロボティクス演劇祭」

なっている。「イベント一覧」「WEB・メディア一覧」とも

等、少数の利用にとどまった。スタジオの有効活用や地域

に、掲載件数は少なく、現段階では、本学のアウトリーチ

自治体と連携した会場の開拓は今後の課題の一つである。

活動の集約には程遠い状況であるが、来年度は当サイトの

●広報支援（チラシ発送・配架、発送リスト提供）

PR を続ける一方、各部局や研究者のホームページを巡回し、

公開講座、サイエンスカフェ等、イベントを企画実施し

情報を集め、情報の集約と回遊性を高める努力をしていき

ている部局からチラシ発送や配布先の相談等、広報面での

たい。

問い合わせが多数寄せられるようになった。チラシ発送に
ついては、月に一度程度、21 世紀懐徳堂の主催イベントチ
ラシを発送時に同封して発送する形で協力。発送のタイミ
ングが合わない場合も、発送リストの提供や、メールマガ
ジンでのイベント告知等で協力できたケースもある。
●学生アルバイト代補助
21 世紀懐徳堂では、これまでも社学連携事業の学生アル
バイト代補助を行ってきたが、本年度はアウトリーチ支援
対応をきっかけに、この支援メニューの利用につながった
事例があり、今後も支援ニーズは高いと思われる。
●その他
受け皿となる活動機会の提供は「ラボカフェ」学内公募
等に応募してもらった事例が多数あったが、集客から実施
まできめ細かく支援できた例は「アカデミクッキング」等
の従来の主催事業の枠内に限られた。企画面や実施の流れ、

大阪大学アウトリーチ WEB

集客等のアドバイスにも今後は対応していきたい。

http://outreach.21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/
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アウトリーチ支援

対応事例一覧（2011.4.1〜2012.2.29）
主な事例

支援メニュー
会場提供

件数

「ロボティクス演劇祭」(CSCD）

1

医学部附属病院「市民公開フォーラム＝頭頸部のがん（のど・口・鼻）」
チラシ発送・配架

7
法政実務連携センター主催の公開講座
多数

チラシラック配架
市民講座「植物科学をもっと楽しもう2011 ―花と生殖―」（理学研究科）
附属図書館
広

発送リストの提供

6
法政実務連携センター

報
大型教育研究支援プロジェクト事務室
市民講座「植物科学をもっと楽しもう2011 ―花と生殖―」（理学研究科）
メールマガジンでの 市民公開フォーラム「認知症とむかいあう、となりあう」（医学系研究科）
12
告知

企画展『国産ウィスキーの父

竹鶴政孝〜はじまりの場所〜』（附属図書館）

第11回TOUCH摂食咀嚼嚥下基礎セミナーA（歯学研究科）
箕面市連携講座「世界の”まち”を旅しよう！」（世界言語センター）
学生アルバイト代補助

7

女子中高生のための関西科学塾2012
「ものづくり教室」（産業科学研究所）
栗栖先生「アカデミクッキング（8月5日）」

1

「ラボカフェ」学内公募（サイエンスカフェの実施）

12

その他、活動機会についての相談

2

市民公開フォーラム「認知症とむかいあう、となりあう」（医学系研究科）

3

講師派遣・

大阪中学生サマーセミナー講座

1

マッチング

出張講義の講師派遣、アレンジ

4

受け皿の提供、
アレンジ
そ
企画・運営に関する
の
アドバイス
他

ビデオカメラ等・機材備品貸出、撮影・記録に関する相談

3

その他（情報共有、相談、会場見学等）

4
63

合 計

■各部局等を対象に、アウトリーチ活動に関するア
ンケート調査およびヒアリングを実施

部局等アンケート、ヒアリングの結果・分析の詳細は、
『大
阪大学のアウトリーチ活動に関する調査検討

各部局等のアウトリーチ活動実施状況や支援ニーズを把

報告書』と

して別途、冊子にまとめているので参照いただきたい。

握し、今後のアウトリーチ活動支援の参考とすることを目
的に部局等を対象にしたアンケート調査を実施。さらに、

１）部局等アンケート調査

アンケート調査の結果を参考に、より詳細な実情を把握す

目的）各部局等のアウトリーチ活動実施状況や支援ニーズ

るため、部局の規模やタイプ（学部・研究科、附置研究所、

を把握し、今後のアウトリーチ活動支援の参考とする。

その他）のバランス等を考慮し、学内の 18 部局等を対象と

調査対象）学内の 52 の部局等（回答率 100％）

して選出してヒアリングを行った。

質問内容）部局としてのアウトリーチ活動実施状況の把握、

70

アウトリーチ活動支援ニーズ等

に比べて高かった。専門性の高い研究に取り組む部局であ

実施時期）2011 年 9 月 22 日〜30 日

るため、研究成果公開をシンポジウムやプレスリリースで

実施方法）各部局等の担当部署にアンケート調査票等をメ

発信することが多いとみられる。
「その他」の部局等（総合学術博物館、産学連携本部、

ール送信し、回答いただいた。

保健センター、附属図書館、医学部附属病院）は元々学外

２）ヒアリング調査

との接点としての役割を担う部局が大半なため、公開講座、

目的）各部局等のアウトリーチ活動実施状況や支援ニーズ

サイエンスカフェ、展示、一般向け書籍に取り組む割合が

を把握し、今後のアウトリーチ活動支援の参考とする。

全部局の割合に比べて高く、市民を対象にした活動に積極

調査対象）学内の 18 部局等を選出。ヒアリング対象は本件

的であることがうかがえた。

に関する部局等の担当教員および教職員等。
主な質問内容）これまでに取り組んだアウトリーチ活動の

●部局により取り組みへの温度差あり

概要について、21 世紀懐徳堂のアウトリーチ支援に関する

アウトリーチ活動への取り組みには部局により温度差が

ニーズについて、アウトリーチ活動推進にあたっての検討

あり、主な対象、活動形態、体制も異なる。また、部局と

事項

して主催するもの以外の研究者個人のアウトリーチ実施状

実施時期）2011 年 9 月 20 日〜2012 年 2 月 8 日

況については把握できていない部局が多い。全学としての

実施方法）各部局を訪問

情報を把握・発信するためには、各部局からの情報提供以
外に、研究者個人、研究プロジェクト単位でのアウトリー

■部局アンケートとヒアリングから見えてきたこと

チ活動情報の集約も併せて必要になる。

●部局単位のアウトリーチ活動 top５は HP、施設公開、シ

●本学のアウトリーチ活動の課題、求められること
本学のアウトリーチ活動推進のためには、現在の支援を

ンポジウム、公開講座、プレスリリース
部局のタイプに関わらす、実施割合が高いのは、ホーム

続けていくことが大切だが、より発展させるためには、さ

ページであった（44 部局、84.6%）。その他に実施割合が高

らに、「大学としての対応」「効率化」「一元化」「発信力強

いのは、研究施設公開（24 部局、46.2％）
、シンポジウム（23

化」
「連携・調整」
「支援の高度化」が必要とされる。

部局、44.2％）、公開講座およびプレスリリース（ともに 21

ヒアリングを通して見えてきたニーズとして、学外に対
する情報ポータル機能の強化や、多忙な研究者が少ない負

部局、40.4％）。
部局のタイプ別の傾向を見てみると、
「学部・研究科」は

担でアウトリーチ活動に取り組むための事務作業のフォー

公開講座（11 部局、
61.1％）、
研究施設公開（9 部局、
50.0％）
、

マット化、複数の相談や用事を一か所で担えるワンストッ

小中高校生向け授業（9 部局、50.0％）が多かった。受験生

プサービス窓口、ノウハウ提供だけでなく映像配信など高

獲得を意識していること、研究内容が市民の日常に近いも

度な作業や実際の企画・運営のサポートができる専門性の

のも多く含んでいるため、親しみやすい講座等を企画しや

高い支援チーム体制等が求められている。
21 世紀懐徳堂の担当者は、学内の関連部署と連携して、

すいことが理由として考えられる。
「附置研究所・センター」はシンポジウム（17 部局、

臨機応変な対応を心掛けていきたい。

58.6％）
、プレスリリース（14 部局、48.3％）が全体の割合

部局等アンケート【問２】
部局主催で実施している
アウトリーチ活動（複数回答可）
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3-3. 自治体・大学・企業との連携
21 世紀懐徳堂は、周辺自治体および大学・企業と連携して社学連携事業を行うことも多い。ここでは、実際にど
のような連携関係があるのか概観する。個別の事業詳細については別項を参照ください。

（川人 よし恵）

・21 世紀懐徳堂が連携している自治体／豊中市、箕面市、池田市、大阪市、羽曳野市
［参考］大阪大学が包括協定を結んでいる自治体／大阪市、吹田市、豊中市、箕面市、茨木市、池田市、
摂津市、堺市、尼崎市
・同

大学等／大阪音楽大学、立命館大学、大学コンソーシアム大阪

・同

企業／大阪ガス株式会社、株式会社朝日カルチャーセンター、京阪電気鉄道株式会社

成果

課題

大学の包括協定とは別に、21 世紀懐徳堂は、具体的な事

今後更に連携先を増やし、多様な社学連携事業を展開し

業でのコラボレーションを通じて、周辺の自治体・大学・

ていくことが望ましいが、限られたスタッフでの対応には

企業等と多様な連携・協力関係を築いている。これは、本

限界があり、劇的に手を広げることは難しいと思われる。

学の社学・連携事業の窓口として、大学と地域・社会をつ

しかし、今後、これまでお付き合いのないところから連

なぐ役割を担う 21 世紀懐徳堂の事業の進め方として望ま

携協力のお声掛けをいただく可能性もあるので、一部の連

しい。

携先との事業の比重が高くなり過ぎないよう、バランスを

それぞれの事業について言えば、連携先により企画内容
はもちろん、役割分担が異なり、お互いの得意な部分を持
ち寄りつつそれらを活かすことで、企画面での充実や対象
の多様化など、21 世紀懐徳堂単独では実現できない広がり
が生まれているのは大きな成果である。

第 1 回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画
「待兼山クリスマスコンサート」は満員御礼！
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とりながら進めていくことが求められている。

自治体との連携事業等の一覧
自治体名（担当部署）

主な事業名等

概要など

豊中市

大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪音楽大学

・2011 年 11 月 1 日締結。

（人権文化部 芸術文化室）

連携支援センター及び豊中市による連

・三者が「文化、教育等のさまざまな分野にお

携協力事業の実施に関する覚書

いて、人的交流および知的・物的資源の相互活
用その他の連携協力事業を進めることにより、
それぞれの活動の充実を図るとともに、地域社
会の持続的な発展に資すること」を目的とす
る。

大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企

・上記覚書に基づく取り組み。

画

・今年度実施した企画は、以下の 2 件。
□「待兼山クリスマスコンサート」
2011 年 12 月 18 日(日)、大阪大学会館
□「ユース合唱フェスティバル」
同 3 月 17 日(土)、豊中市アクア文化ホール

文化芸術ボランティア養成講座

・同じく上記覚書に基づく取り組み。
・豊中市文化芸術センターの 2015 年開設予定
を見据え、文化芸術活動を支援し、専門家とと
もに事業を企画・制作できる人材育成が目的。
・21 世紀懐徳堂企画会議議長の永田教授（文
学研究科）がコーディネータを務め、2012 年 7
月の開講に向け、今年度は企画・準備を行った。

箕面市

箕面 FM「タッキー816」「まちのラジ

・2010 年 4 月にスタートした、大阪大学社学

オ」

連携事業の紹介番組。毎回 1 回放送。
・21 世紀懐徳堂がコーディネートした本学の
教職員・学生がゲスト出演する。

箕面市・大阪大学連携講座

・2011 年 5 月スタート。
・今年度は「予防医学」
（5〜6 月に 4 講座）
、
「世
界の“まち”を旅しよう」
（10〜11 月に 3 講座）
。

池田市

元気なまち池田創生市民会議

・2011 年 4 月〜6 月に計 4 回開催。
・永田教授（21 世紀懐徳堂企画会議議長）、野
瀬（21 世紀懐徳堂スタッフ）がメンバーとし
て参加。

大阪市

大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

（計画調整局 計画調整課）

・2008 年 10 月スタート。年 2 期・各 6 講座開
講。
・文系・理系多彩な講座ラインナップが好評の
人気講座に成長した。

羽曳野市

はびきの市民大学

・2009 年以来、市民大学の前期講座「木曜イ

（市民人権部

ブニングスクール」のコーディネータを、21

市民協働ふれあい課）

世紀懐徳堂が本学の研究者に依頼している。
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大学との連携事業等の一覧
大学名など（担当部署）

主な事業名

概要など

大阪音楽大学

大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企

・2011 年 11 月 1 日に締結した「大阪大学 21

（連携支援センター）

画

世紀懐徳堂、大阪音楽大学連携支援センター及
び豊中市による連携協力事業の実施に関する
覚書」に基づき、音楽関連イベントを共同で実
施している。
・今年度実施した企画は、以下の 2 件。
□「待兼山クリスマスコンサート」
2011 年 12 月 18 日(日)、大阪大学会館
□「ユース合唱フェスティバル」
同 3 月 17 日(土)、豊中市アクア文化ホール

立命館大学

大阪・京都文化講座

・2009 年 10 月にスタートし、年 2 期・各 8 講

（立命館大阪キャンパス）

座（阪大 4 講座、立命大 4 講座）開講している。
・毎期、歴史、文化、文学、地理学等の共通テ
ーマを設定し、2 大学の多様な専門分野の研究
者が講義を展開。

大学コンソーシアム大阪

大阪中学生サマー・セミナー

・大阪中学生サマー・セミナー推進協議会（大
学コンソーシアム大阪、南大阪地域大学コンソ
ーシアム、大阪府教育委員会、大阪市教育委員
会、堺市教育委員会）が主催する、中学生向け
の講義や体験型講座。
・府内の大学や専門学校により、全 35 講座が
実施された。
・大阪大学は、21 世紀懐徳堂のコーディネー
トにより、
「未来の医療

再生医学」
（講師＝仲

野徹教授/生命機能研究科）を開講。定員 68 名
のところ、94 名もの受講申し込みがあった。

大阪中学生サマー・セミナー
リーフレット

同セミナー「未来の医療
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再生医学」講義風景

企業との連携事業等の一覧
大学名（担当部署）

主な事業名

概要など

大阪ガス株式会社

大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキ

・2010 年 10 月にスタートした公開講座で、毎

ング」

月 1 回開講。
・「専門分野の講義」とそれにちなんだ「料理
実習・試食」を組み合わせた新しいスタイルが
好評を博している。

株式会社朝日カルチャーセン

Handai-Asahi 中之島塾

ター

・2004 年 10 月、中之島センター誕生を機に立
ち上げられ、以来毎月開講している公開講座。
・医学・薬学・言語学を中心に、個性豊かな講
師陣が出講し、リピーター受講も多い。

京阪電気鉄道株式会社

ラボカフェ

・京阪「なにわ橋駅」地下 1 階コンコースのア
ートエリア B1 を会場に、毎月複数回開かれて
いる対話プログラム。
・主催はアートエリア B1（大阪大学＋NPO 法
人ダンスボックス＋京阪電気鉄道株式会社）、
共催は 21 世紀懐徳堂・
・2010 年からプログラムの学内公募も実施し
ており、今年度は 13 件の応募があるなど、学
内での注目度も上昇中。

社学連携協力に関する協定書

・2011 年 8 月 25 日に、京阪電気鉄道株式会社
と、21 世紀懐徳堂学主との間で締結。
・中之島地区を中心とした社学連携事業の推進
等について、連携協力を進めることを定めてい
る。

開講 2 年目に入り、人気継続中の公開講座
大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」のチラシ
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3-4. 21 世紀の懐徳堂プロジェクト
財団法人大阪 21 世紀協会、大阪市、月刊島民、そして大阪大学 21 世紀懐徳堂が共に協力して、大阪とりわけ中
之島地区の文化的活性化を目指して組織されているプロジェクト。

（21 世紀懐徳堂企画会議 議長

永田 靖）

・対象／一般、関西の文化・学術関係者
・会場／中之島周辺、他
・事務局／財団法人大阪 21 世紀協会 TEL.06-6942-2001
・プロジェクトメンバー／財団法人大阪 21 世紀協会、大阪市、月刊島民、大阪大学 21 世紀懐徳堂
[事業概要]
●アート・アセンブリー2011
財団法人大阪 21 世紀協会の主催により、2011 年 11 月 18 日
（金）に社団法人クラブ関西で開催した。2011 年度大阪文化祭
賞を受賞した大阪コレギウム・ムジクムと狂言師善竹隆司・善
竹隆平のお二人をお呼びして、特別公演と交流会が行われた。
大阪コレギウム・ムジクムは室内オーケストラと合唱団からな
り、独創的で活発な演奏会活動を行っており、大阪文化祭賞グ
ランプリを受賞。善竹隆司・善竹隆平のお二人は、古典狂言は
もとより新作狂言も積極的に上演して、大阪文化祭賞を受賞。
●「月刊島民」発行および「月刊島民ナカノシマ大学」運営
編集集団 140Ｂの編集による月刊島民という中之島地区情報
誌を月刊で刊行し、好評を博している。また同じ 140Ｂによる
公開講座「月刊島民ナカノシマ大学」を月一回企画運営してい

アーティスト・パーティー会場風景

る。ともに中之島地区の文化や歴史、また現代の魅力を生き生
きと伝える有意義な企画である。
●アートストリーム 2011＆アーティスト・パーティ
10 月 6 日〜10 日（月）大丸心斎橋店北館 14F にて、関西を
はじめとする内外の若手アーティストの公募作品展「アートス
トリーム 2011」を開催した。若手アーティストの作品を公開し
て一般の関心を高めるとともに、交流会を催して、ギャラリー
関係者やメディア関係者との交流を図った。

成果

課題

上記二つの企画に、大阪大学が中之島センター等を中心

次年度も本年度同様に中之島地区の文化的潜在力の掘り起

として展開している公開講座等を併せて、中之島地区の文

こしと活性化を進めるのに格好の連携であると思われる。

化的活性化を推進できたと考えられる。大阪市をはじめと

大阪大学は次年度中之島センターに、21 世紀懐徳堂事務部

する関係諸団体とのフレキシブルな連携がさらに進んで、

の一部を置くことが予定されており、ここを拠点に一層の

貴重な機会となっている。

連携と活動が求められている。
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アート・アセンブリー2011 の様子（2011 年 11 月 18 日開催）

大阪コレギウム・ムジクム（合唱）

大蔵流狂言「口真似」

交流会

77

3. 学内外との連携による社学連携事業推進 ＞ 3-5. 社学連携関連授業

3-5. 社学連携関連授業
学生向けの授業の中にも、社学連携を意識し、21 世紀懐徳堂の活動と連携を図るものが増えてきた。ここでは、
そうした授業について概観する。

（川人 よし恵）

［2011 年度に 21 世紀懐徳堂協力の下行われた、社学連携関連授業一覧］
21 世紀懐徳堂の

授業科目

分類

担当教員

地域コミュニケーションデザ
イン・コーディネータ入門

コミュニケーショ

金水 敏教授（コミュニケーションデザ

運営・広報全

ンデザイン科目

イン・センター）

般

芸術環境論演習（社会連携活動
の研究と実践）

知のジムナスティ

音楽学演習

文学部専門科目

伊東信宏教授（文学研究科）

コミュニケーションデザイ
ン・コーディネータ入門

コミュニケーショ

平田オリザ教授（コミュニケーション

ンデザイン科目

デザイン・センター）

知のジムナスティ

平田オリザ教授（コミュニケーション

ックス科目

デザイン・センター）他

領域横断ゼミ（メディア技法と
表現リテラシー）

知のジムナスティ

平田オリザ教授（コミュニケーション

ックス科目

デザイン・センター）他

応用日本語学・日本語教育演習

文学部専門科目

青木直子教授（文学研究科）

会場提供

映像表現入門

全学基礎セミナー

伊藤雄一准教授（情報科学研究科）

会場提供

教育社会・制度学

全学共通科目

尾池良一講師（大学教育実践センター）

会場提供

深尾葉子准教授（経済学研究科）

会場提供

井上 寛教授（大学教育実践センター）

会場提供

パフォーミングアーツの世界

アジア環境・マネジメント
総長お勧め講義・
ワークショップ
社会人学び直しプログラム（ワ
ークショップデザイナー育成
プログラム）

ックス科目

知のジムナスティ
ックス科目
知のジムナスティ
ックス科目

永田 靖教授（文学研究科）

平田オリザ教授（コミュニケーション

その他

デザイン・センター）他

協力内容

JYORURI カフ
ェ広報
その他

会場提供

会場提供

会場提供

会場提供

成果

課題

授業を通じて、本学の学生が社学連携活動に参画するケ

21 世紀懐徳堂と連携している授業は、どうしても豊中キ

ースが増えている。これは、市民の方に本学への親しみを

ャンパスで開講される一部のものに偏ってしまう。今後、

感じていただける効果が期待できるとともに、学生にとっ

社学連携事業の輪をより一層広げるために、21 世紀懐徳堂

ても、実践活動を通じて大きな学びを得る機会として有効

のスタジオおよびギャラリーについて学内で周知し、多様

である。21 世紀懐徳堂を中心とする社学連携事業の輪が少

な社学連携関連授業で活用いただけるよう促す必要がある。

しずつ広がりを見せていることの表れでもあるだろう。

また、授業の成果を発表する機会について学外に広報す
る際の支援にも力を入れていきたい。
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パフォーミングアーツの世界/知のジムナスティック科目

映像表現入門/全学基礎セミナー

芸術環境論演習 JYORURI カフェチラシ/知のジムナスティック科目
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3.学内外との連携による社学連携事業推進 ＞ 3-6. CSCD 科目「地域コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門」支援

3-6. CSCD 科目「地域コミュニケーションデザイン・
コーディネータ入門」支援
コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）が開講するこの授業は、大学の市民連携事業を統一的・総合的
に広報・支援していく中で、その人材として学生のインターンシップ、ボランティアを組み込み、地域連携コー
ディネータとして養成してゆくことを目的としており、受講生はこれまで地域と連携した活動を積極的に続けて
いる。21 世紀懐徳堂では、2010 年度に引き続き、この授業科目に対して、会場提供およびイベント企画・運営
補助等の支援を行った。

（野瀬

直則）

[授業の概要]
・授業科目名／地域コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門
この授業の発展形として、後期に「地域コミュニケーションデザイン・コーディネータ実践」を開講した。
・授業で学べること（シラバスより）／
1.自分の属する狭い専門分野に限定されない、大阪大学の歴史、研究・教育活動、社会貢献活動全体につい
て、体験的に学ぶことができます。
2.大学の顔として、市民社会に対応する体験を通して、通常の授業やサークル活動では得られない、高いコ
ミュニケーション・スキルを身につけることができます。
3.座学に加え、各種イベントの実務、企画、運営に携わることにより、地域に開かれた大学の役割を体験的
に学ぶことができます。
・授業で企画・実施したイベント／「地域ＣＣ＆石橋商店会懇親会」（5 月 19 日（木）実施）、「まちかねておは
こ祭」（7 月 10 日(日)実施）
、「イシバシ・ハンダイ映画祭」（11 月 19 日(土)開催）
・受講可能な学生／全研究科大学院生、３年次以上の全学部生
・受講人数／22 人
・開講場所／21 世紀懐徳堂スタジオ他

イシバシ・ハンダイ映画祭

懇親会

・開講時期／2011 年度前期・木曜 5 限
・担当教員／金水

敏（文学研究科教授）

[21 世紀懐徳堂による支援の概要]
・広報に関する支援／イベントチラシ配布、21 世紀懐徳堂
ホームページ掲載、印刷費および撮影費負担など
・事務用品提供、作業機器貸出／ビデオカメラ、PC、CD 等
・作業場所提供／21 世紀懐徳堂スタジオ、ギャラリー、楽屋
・イベント運営補助／案内状、名簿作成、会計等事務など

成果

課題

事業の企画・運営等について、担当教員の助言を得なが

授業時間内だけでは人員も調整がなかなかつかず、イベ

ら学生を主体とした活動に支援ができた。また、広報に関

ント準備の時間が足りず、全体的な広報活動が遅れてしま

しても、短時間ではあったが効果的に行うことができ、地

った。また、学生の各役割分担についても、手際よく実施

域の皆さんからも学生の頑張りは評価の高いものとなった。

するよう助言する必要があった。

特に映画祭では作品そのもののクオリティが格段に向上し、
イベントとしての継続を望む声も多かった。
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「地域コミュニケーションデザイン・コーディネータ入門」イベント概要
■まちかねておはこ祭〜授業の成果および本学の社学連携事業について発表し親睦を深める会
新しく改修成った大阪大学会館（旧イ号館）の、地元の皆様へのご披露の
気持ちを込めて、下記のような多彩な催しを実施した。

日時／7/10(日)13:00〜18:00

● 地図を作ろう

場所／大阪大学 21 世紀懐徳堂ギャラリー

豊中キャンパス周辺の大きな 3D 地図をみんなで完成させる。

参加者／石橋商店街＋地元住民の方 60 名、

● つくってわくわく
風船を作ったおもちゃ作り。

学生 15 名、教職員 5 名、以上 80 名

● フォトラリー

会費／一人 3,000 円（小学生以下は無料）

大阪大学会館の中を、写真を探して冒険する。
● 演劇ワークショップ

主な趣旨／

だれでもできる、体を使った楽しいワークショップ。

・受講生が、この半年間の成果を関係各位に公表す

● おしゃべりカフェ
飲み物片手に、いろんなことを話し合う。

る機会とする。

● 石橋名物コンテスト

・特に地元・石橋商店街の皆さんを大学に招待し、

石橋商店街と協力して、新しい名物フードを決める。

大阪大学の社学連携活動について関心を持って

● おはこ祭美術展

もらうとともに、学生、教職員との親睦を深める

近隣の高校の協力を得て、美術作品を展示。

ことを目的とする。

●気軽にコンサート
新しく入ったピアノを使った、楽しいコンサート。最後にみんなで「おは
こ市のうた」を合唱する。近隣の小学生にも多数ご来場いただき、また利
根川高校美術部には企画からご協力いただくなど、これまでにない地域連
携の実をあげることができた。

つくってわくわく
の様子

■イシバシ・ハンダイ映画祭〜学生および住民を対象としたショートムービーコンテスト
[映画祭イベント]

昨年にもまして、完成度の高い作品が集まり、審査に当たった方々にも絶

日時／11/19(土)10:00〜18:00

賛に近い評価をいただいた。朝からの雨模様で、当日の上映会への来場者

場所／大阪大学会館

は伸び悩んだが、制作者、観客、審査員等の間での親密なコミュニケーシ

アセンブリーホール

ョンを実現することができ、参加者の満足度が大変高かった。

21 世紀懐徳堂スタジオ

また、事前に昨年度の作品を DVD に焼いて、石橋近辺の飲食店に配布し

内容／参加全チームの自己紹介、

て上映していただく「居酒屋上映会」を実施、お店のみなさま、お客様に

全作品上映、一般参加者の投票、

も高い関心をもっていただくことができた。

授賞式、各賞発表（表彰状、副賞（記念品）

作品は、昨年に引き続き YouTube でネット公開し、視聴回数を重ねている。

贈呈）、懇親会
【特別上映会】
CG アニメ「ロボと少女」
（2011 年 CG アニメ・コンテスト、エンターテイ
メント部門入賞作品）
【トークショー】
田中翔子さん（クリエイティブプロデューサー）
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イシバシ・ハンダイ映画祭応募作品一覧
作品タイトル

チーム名

審査結果

作品の内容

生きていくということは、人と出会うという事。生き

君のハートに STOP☆
MOTION

交う人々の中、ほんの少しの偶然は小さな繋がりを生

ビーフストロガノフ

む。時は流れ、世界は広がる。大切なのは繋がってい

最優秀賞

たいという気持ち。2000 枚以上の静止画がおりなす世
界をお楽しみください。
日本人夫婦が友人の別荘に向かう途中、ヒッチハイカ

Go North

Hirokian

ーに遭遇する。彼の友好的な性格から夫はヒッチハイ
カーに信頼をよせ、その立場を入れ替える秘密の儀式

特別優秀賞

を始める・・・
主人公はちょっとイタくて自己中心的な恋する女の

Another Day

単位下さい

子。当然のように告白を繰り返す主人公が長い１日で

田中賞

学び、最終的にたどりついた結論とは。
一人の青年がとある事件で未来に絶望してしまう。そ

君との約束

TWO-TOP

れでもなお、前へ進もうと徒に、そして懸命に足掻く

WASHIDA 賞

のだが・・・
「人」というテーマから始まり、石橋商店街で働く人

人 JIN

キャロッツ

の取材を通して、消費者以外の立場から見た商店街を

石橋商店会賞

描きました。
「曖昧現実」「ぼくとあらいぐま」に続くあらいぐま

ぼくとあらいぐま 2

劇団ひよこ

シリーズ第３弾。「ぼくとあらいぐま」でそれぞれの
道を歩む事になった１人と１匹。彼らはまたしても出

つながり賞

くわすことになる。

ともだちスクラッチ

funny fellow

ユーアーヒア

チーム WATANABE

何気ない友人との間の出来事を映像にしました。

イイ奴だけどとにかくツイてない、そんな大学生の一
日。

よく走ったで賞

ベスト笑顔賞

大学の図書館の本に挟まっていた名刺をもとにスズ

こうのとりの贈り物

こうのとり

は「こうのとり café」に辿り着き・・・突然生まれた

翔べないヒーロー

人と人との「つながり」の中で彼らは恋をし、とまど

賞

い、悲しみ、憎しむ。
目覚めても目覚めても夢。果たして、男が見るのは夢

今日につながる

基礎セミナーA チーム

かうつつか。ただの夢オチが延々と続く作品だと思う

奇妙な奇妙な賞

と痛い目みます。

Toyonaka

OUT+TV×FDM

Campus Beat

授業終了後、何気なく校舎を出てきた学生達。何か音
楽が聞こえ出し、周りにいた学生達は一緒になって踊

バンドワゴン賞

りだす。
自分の目でみている「現実」と、寝ている間頭の中で

現実夢世界

箕面高校映像部

しか見る事のできない「夢」との「つながり」を表現
した作品。
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未完の大器？賞

受講生がデザインしたイシバシ・ハンダイ映画祭チラシ
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3-7. 理学研究科 生物学専攻ポスタープロジェクト
2010 年夏に本学理学研究科が実施した高校生実習を、21 世紀懐徳堂ホームページにイベント情報として掲載した
ことがきっかけとなり、スタートしたプロジェクト。その高校生実習に中心となって取り組んでいる倉光研究室
の研究内容・成果を伝えるポスターを 21 世紀懐徳堂が制作し、高校生・一般向けに分かりやすいものになったか、
アンケート調査で検証した。このポスターとアンケート結果を一つのモデルとして、2011 年度は、5 月のいちょ
う祭での研究室公開に向けて、生物学専攻の各研究室の一般向けポスター制作を支援した。 （川人 よし恵）

・背景／理学研究科生物学専攻では、学生 1 人につき 1 枚、研究紹介ポスターを作成して廊下に掲示する「マイ・
ポスタープロジェクト」が進められている。しかし、現在掲示されているポスターは、高校生・一般向けの情
報発信としては、少し専門的すぎる印象を受ける。21 世紀懐徳堂が、高校生・一般向けに分かりやすく、かつ
研究の魅力を伝えられるようなポスター制作の支援をすることは、他の研究室に参考にしてもらうモデル事例
として有効であると考え、今回のプロジェクトを立ち上げた。
・目的／専門的な研究について、その意義やプロセス、成果等を、高校生・一般向けに分かりやすく伝えるポス
ターのモデル事例を開発すること
・ポスターの仕様／A0、フルカラー
・コラボレーション先／大学院理学研究科生物学専攻（担当教員＝西野敦雄助教、学生リーダー＝M2 久山尚紀）
・プロジェクトの経緯／
2010 年 7 月：理学研究科の高校生実習の情報を、21 世紀懐徳堂ホームページで紹介
2010 年 9 月：倉光研究室のポスターを 21 世紀懐徳堂が制作することが決定
2010 年 10 月〜12 月：21 世紀懐徳堂が「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」ポスターを制作
2010 年 12 月末：高校生実習参加者にポスターおよび検証アンケート用紙を配付
2011 年 1 月下旬：アンケート用紙回収、集計
2011 年 4 月：5 月のいちょう祭に向けて、21 世紀懐徳堂が学部 1・2 回生 11 名のポスター制作を支援

成果

課題

今年度は専門的な研究の経験がほとんどない学部 1・2 回

課題という訳ではないが、学部生 1・2 回生ならではの視

生に、自ら理学研究科の研究者や研究等を紹介してもらう

点でのポスターからは、研究の意義やテーマ・流れだけで

ことで、いちょう祭に訪れる高校生や一般の方に近い目線

なく、研究者や大学院生の日常生活も、親しみを感じるポ

でポスターを制作することができた。ポスターは、取り上

イントになるということが浮き彫りになった。一般の方に、

げられた研究者にも大変好評で、一部には本人の希望によ

このような側面から研究者にリアリティや親近感を感じて

り、その研究者の研究室に掲示されるものも出ている。

いただくというアプローチを、21 世紀懐徳堂の事業等で別

21 世紀懐徳堂の支援は、主に、ポスター制作ガイダンス

の機会に試してみたいと考えている。

および経過相談会の際に情報の編集やデザイン面で助言を

今回学生は、授業ガイダンスで興味を持った研究または

行うというものであったが、6 枚 6 様の、学生ならではの

研究者を取材対象に選んだようだが、選ばれたのは学生に

ユニークなポスターが出そろい、それらの予想以上のおも

人気のある特定の研究者に限られてしまった。取り上げら

しろさにうれしい驚きを感じた。

れなかった研究・研究者についても、今後高校生・一般向
けにできるだけ情報発信の機会をつくっていきたい。
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学部生が作ったポスター一覧
タイトル

概要

取り上げた研究者など

Doctor Life

理学研究科の生物学者 4 名に、研究の

・倉光成紀教授（生体分子機能学）

〜生物学者の実態〜

醍醐味や辛かった思い出、子ども時代

・升方久夫教授（分子遺伝学）

の思い出、一日の生活リズムなどをイ

・木村幸太郎准教授（神経回路機能学）

ンタビューし、図鑑風に紹介。

・西野敦雄助教（発生生物学）

染色体研究の意義や実際の研究の流れ

・升方久夫教授（分子遺伝学）

染色体の世界

を取材し、研究現場の写真と併せて紹
介。升方教授から学生へのメッセージ
も掲載した。

生命の神秘 DNA 複製の

DNA 複製研究にについて、「謎＝研究

謎に迫る

テーマ」を中心に、升方教授が語る生

升方研究室

物学のロマンと絡めて紹介。

りなま一回生の人気者

脳・神経系ネットワークの機能原理解

木村准教授に

明に取り組む木村特任准教授の研究

突撃インタビュー

を、実験材料である線虫に着目して紹

・升方久夫教授（分子遺伝学）

・木村幸太郎特任准教授（神経回路機能学）

介。大学生に向けてのメッセージも掲
載。

大学院生の実態

生活リズムや、研究内容、趣味・特技、 ・インタビューは大学院生 2 名、アンケートは
好きな生き物など、大学院生の研究生

同 14 名を対象に実施。

活およびプライベートの両面をインタ
ビューまたはアンケートで調査した結
果を紹介。

理学部生物科学科で聞いてみ

生物学を志した理由について、学生お

・学部生 27 名、院生 31 名、教員等 13 名の計

ました。

よび教員にフセンアンケートを実施し

78 名にアンケートを実施。

あなたは何故生物学を選んだ

た結果を分類し、その傾向を紹介。

のですか？

いちょう祭直前にポスターを仕上げる学生たち

ポスターは現在、21 世紀懐徳堂前に展示中
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学部生が作ったポスター（2/2）
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4-1. SQALF（スカルフ）
〜大阪大学 21 世紀懐徳堂東日本大震災プロジェクト
2011 年 4 月 29 日に開催した「大阪大学【緊急】シンポジウム」
（概要は本書ｐ8〜11 参照）当日、参加者の方か
ら様々なご質問をいただいたが、対応しきれないものもたくさんあった。そこで、本学の研究者が皆さんの質問
に科学的見地から回答し、秋の講座を経て復興の未来へつなげてゆく「SQALF（スカルフ）〜大阪大学 21 世紀懐
徳堂 東日本大震災プロジェクト」を立ち上げた。本プロジェクトでは、大阪大学 21 世紀懐徳堂が窓口となり、
メールで東日本大震災へのご質問等を受付け、それに対する研究者の回答と併せてホームページ上で公開した他、
秋に「震災・復興」をテーマに開講した大阪大学 21 世紀懐徳堂講座の（概要は本書ｐ16〜21 参照）要旨も同じ
くホームページ上で閲覧可能にする等、このような状況において本学の知をいかに役立てていただけるか、市民
の方との双方向性を持ちつつ模索した。

（川人 よし恵）

・プロジェクトの経緯／
2011 年 4 月 29 日：大阪大学【緊急】シンポジウム開催、市民の方から対応しきれないほどの質問あり。
2011 年 6 月〜8 月：SQALF サイトにて市民の方からの「震災・復興」についての質問等を募集、
本学の各分野の専門家が科学的見地から回答し、Q&A を公開。
秋の「防災・復興」テーマの 21 世紀懐徳堂講座に寄せられたご意見も公開。
2011 年 9〜12 月：「防災・復興」をテーマに大阪大学 21 世紀懐徳堂講座「ここから拓く未来」
全 14 講座を開講（詳細は、ｐ16 参照）
。
各講義の要旨を SQALF サイト内に公開。
2012 年 3 月 4 日：これからの日本を考える「大阪大学シンポジウム」を開催。
成果

課題

東日本大震災という緊急事態に対して、大学ができるこ

4 月のシンポジウムの時の市民の方の「震災・復興」へ

とを模索する試みとしては取り組む意義が大きかった。震

の高い関心が、6 月〜8 月の SQALF サイト開設時には低下

災直後だけでなく、年度を通じてサイトと実際の講義等を

しつつあり、インターネットと実社会の状況を連動させな

連動させ、プロジェクトを継続させるという、他大学には

がら機動的にプロジェクトを動かしていくことの難しさを

ないアプローチができた。

感じた。寄せられた質問に対する本学の研究者からの回答

また、Q&A や 21 世紀懐徳堂講座の講義要旨をサイトで

公開も、諸事情からタイムラグが発生してしまった。

公開し、折にふれて更新情報を講座受講生等に提供するこ

復興はまだまだ道半ばであるので、SQALF サイト内に集

とにより、被災地から離れた関西での関心の低下抑止に多

めた情報を今後も市民の方にご活用いただけるよう、サイ

少なりとも貢献できたのではないだろうか。

トは継続させていきたい。
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◎震災・復興に関する Q&A

管理するうえで長時間が交流電源がまったくなくなること
を想定していなかったこと、そのような場合にどのような
ことが起こるかを十分に予測できなかったことは「広い意

[Q&A の主な回答者]
・地震のメカニズム／廣野哲朗（理学研究科
・原子力／山口

彰（工学研究科

教授）

・原子力／片岡

勲（工学研究科

教授）

准教授）

・ボランティア／渥美公秀 （人間科学研究科
・放射能汚染調査／藤原

味での技術（安全規制や管理体制などを含めた意味での技
術）
」が不完全であったと言わざるを得ないと思います。

教授）

守（核物理研究センター 准教授）

●「放射能」に関する質問の一例
Q：福島第一原発周辺はいつになれば安全（入ってもよい）
となるのでしょうか？（2011.8.1 更新）

・コミュニティ再生／森栗茂一
（コミュニケーションデザイン・センター 教授）
・まちづくり、都市計画／加賀有津子（工学研究科 教授）

A：
（核物理研究センター 准教授

藤原 守）

福島原発周辺の放射能レベルは距離によって、また地形
によって違います。
3 月の福島第一原子力発電所事故では水素爆発のために

●「地震」に関する Q&A の一例
Q： 先日、三陸地域等において、地質調査による津波来襲

原子炉中の放射性物質（主にヨーソ 131（131I：半減期 8 日）,

域の調査についての報道がありましたが、大阪湾岸域にお

セシウム（134Cs：半減期２年, 137Cs：半減期 30 年）が大気

ける調査についての有効性はあるのでしょうか。

に飛散し、それが、雨や雪が降る事によって地上に降り注

（2011.11.18 更新）

ぎました。気象条件の違いで初めは北部の方向に風によっ

A：(理学研究科

准教授

廣野哲朗)

て運ばれ、飯舘村などに多くの放射性物質が地上に降下し

大阪湾にかつて押し寄せた南海地震による津波について

ました。その後、この風向きは太平洋側に向かい、その後、

も、その痕跡を調べる調査が進められつつあります。また、

南に方向を変えました。その時々の、雨や雪の降り方で地

東海-東南海-南海地震が連動した際の津波発生のシミュレ

上に降った放射性物質の降り方が違うのです。ヨーソとセ

ーションも行われつつあります。これらの調査・解析によ

シウムは水への溶融度の違いによって土壌放射性物質の降

って、次の南海地震での津波発生の規模の予測の精度が飛

下の仕方が違うという事が、はっきりしています。また、

躍的に高まることが期待されます。

20km 圏外の飯舘村の放射能レベルが高く、20km 圏内のす
ぐ近くの川内村などの放射能は 1 μSv/h レベルで普通に生

●「原子力」に関する Q&A の一例

活しても全く大丈夫なようです。文部科学省プログラムを

Q：日本の今の技術では、原発を完全にコントロールするこ

リードした形で大阪大学は、こういった放射性物質汚染度

とは不可能なのでしょうか。（2011.8.17 更新）

マップの作成に大きく貢献しています。ヨーソ 131 の半減

A：(工学研究科

期は 8 日です。この放射能は 80 日も経てば 1000 分の 1 に

教授

片岡

勲)

これも難しいご質問で明確なお答えにはなっていない

なり 160 日（約半年）も過ぎれば百万分の 1 に減少します。

かも知れませんが、
「狭い意味で技術（安全規制や管理体制

しかしセシウム 137 の半減期は 30 年ですから、30 年経っ

などを含めない意味での技術）
」という言葉を考えれば日本

ても半分という事になり降下した放射能はなかなか減少し

の今の技術でも、原発を完全にコントロールすることは可

ません。降下した放射能は、土壌表面にくっつき雨が降っ

能です。

ても 5cm も浸透していない事もわかっています。

では、なぜ、福島では、原子炉のコントロールが完全に失

屋根に降った放射性物質は、太陽に照らされ雨に流され

われあのような大惨事になったのかという疑問が生じます。

雨樋に集まります。雨樋の下の地面の放射能レベルが高い

これは、国の安全規制が不完全であったことと、企業側の

のはこのためです。また、道路のアスファルトの上に降っ

安全管理の不備であると思います。

たものは雨に流され側溝に集まります。側溝に集まった土

すでに報道されているとおり、現在の日本の原子炉の安

砂は、大量の雨が降る梅雨後に川に流され河川の汚染とい

全審査では、長時間交流電源がまったくなくなることを想

う事になります。樹木の葉っぱにも放射性物質がくっつい

定していません。したがって、そのようなことが起こった

ています。秋になって、木の葉が舞い落ちる季節には、や

場合の対策も手順書もまったくありませんでしたし、東京

はり放射性物質の拡散が起こります。

電力もそのようなことを想定した管理体制をとっていませ

夏の日照りに照らされ、表面の土壌がホコリとなって風

んでした。もし、長時間交流電源がまったくなくなること

に舞いあげられる季節にも放射性物質の拡散が起こります。

を想定した安全対策が取られていれば、 （これば狭い意味

しかし、一般的に言って、土壌や大気の循環によるこれら

での現在の技術で十分に可能です）現場の運転員も、対処

の拡散過程は非常にゆっくりしたものです。

できたはずですし、冷却も行われ水素爆発も起きないよう

したがって一般的に云えば、30 年経っても放射能レベル

にすることはできたと思います。しかしながら、原子炉と

の減らない高放射線領域に、何も対策を講じないで、その

いう潜在的に非常に大きな危険性を有する設備を、設計し、

まま住めるようになるという状況は考えられません。
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個々の住居に対しての放射能被曝を低減する方策として

ルギーを電気分解して蓄えておく蓄電施設や水素燃料施設

は、簡単です。

も必要となる。

1. 屋根などに付着しているセシウムなどの放射性物質を

3. 高等教育機関の設立、自然再生エネルギーや放射線に関

洗い流す。

しての研究機関、病院の設置。

2. 雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌 5

4. 大規模工業団地の設立。

ｃｍ程度を撤去する。

5. 港湾、飛行場など、物資輸送のハブ施設の設立

3. 家屋周辺を 15cm 程度の厚さのコンクリート壁で囲う。

6. 人々が集まるようになればアミューズメント施設や商

セシウムからのガンマ線は 15cm 程度のコンクリートで 10

店街なども出来る。

分の 1 以下に減少するので、家屋周辺からの放射線被爆を

7. 金融マネージメントセンター、ＩＴセンターの設立

減少できる。（セシウムからの 660 keV ガンマ線は空気中

となりましょう。

100ｍを飛んでやっと 40%に減少、200ｍ飛んでも 16％し

もちろん、水の放射能汚染などの問題はあります。しか

か減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に

し、これは、現状でも早晩問題視され、しかも、解決が難

漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放

しい問題である。必要総費用は 100 兆円以上の巨大プロジ

出されたガンマ線を測定した結果です。
）

ェクトになり、未解決の問題は多くあるが、長期間にわた

などの丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、

る科学的検討と着実な施策立案によって福島の再生が可能

放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。

となるでしょう。また、個別の人々の問題はしっかりとし

しかし、はたして、福島原発周辺の個別の少数の人々に

た科学的対応で解決して行く事も極めて重要です。

とってのこういった特殊な対策が十分な対策として成り立

福島にゆかりのある高村光太郎の詩「道程」はこのよう

つかが問題です。福島第一原子力発電所廃炉には数十年の

に歌っている「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出来る。

長い年月を要します。この長い 60 年間に、原子炉を雇用の

ああ、自然よ。父よ。僕を一人立ちさせた広大な父よ。僕

よりどころとしてきた多数の人々の生活再建をどのように

から目を離さないで守る事をせよ。常に父の気魄を僕に充

していくかを考えない限り「原子炉周辺にはいつ入れるの

たせよ。この遠い道程のため。この遠い道程のため。」

か？」という問いには答えた事にはなりません。経済的に
雇用を創出し、子供たちが明るい未来を考える事の出来る

長い希望への闘いの道程を一歩進み出すかどうかは、日
本の我々の選択肢の一つでしょう。

文化的社会創出を考えて行く事が必要です。
私たちが招いた危機をしっかり見つめ、この危機を克服

●「ボランティア」に関する質問の一例

しチャンスにかえることが出来るかを考える事。これが重

Q ：これからボランティアに行きたいが、どんな窓口があ

要です。さもなければ、福島原発周辺は、文明に見捨てら

りますか？（2011.8.8 更新）

れた廃墟となるでしょう。このような文明の廃墟は世界中
●「コミュニティ再生」に関する質問の一例

にあります。
一人の科学者の私案として、参考意見を述べさせていた
だくならば、福島原発周辺の産業、社会復興で必要なのは

Q ：被災地のコミュニティ再生のために関西からできるこ
とはなんでしょうか？（2011.8.8 更新）

以下に述べるような「長い道程」の大規模改造を行う事で
●「まちづくり、都市計画」に関する質問の一例

はないでしょうか？
放射能レベルを下げるためには、土壌を掘り下げ、天地

Q：抜本的に都市の構造から変えていく（都市設計から変え

返しをする以外には無いでしょう。しかし、これを個別な

ていく）ほうが今後の国全体のメリットにもなると思うの

小さな個別地域で行っても、経済効果は少ないので、大規

ですが、いかがでしょうか。

(2011.9.16 更新)

模に行う。これらは、
1. 放射線レベルの高い周辺地域 20km ｘ 40km 領域の山
谷を削り、埋め立てる事によって広大な平地を作りだす。
オランダでは長い年月をかけて広大な土地を開拓してきた
歴史がある。オランダの例を見るならば、20km x 40km は
それほど広大な土地ではない。土木産業によって巨大な雇
用が生まれる。また、放射能レベルの低減も出来る。
2. 太陽パネルを敷き詰め、新たなエネルギー産業を創出し、
雇用を確保する。東大の試算によれば、日本のエネルギー
重要を賄うには一万平方 km に太陽パネルを設置する必要
があるとの事。福島原発周辺の 20km x 40km に敷きつめて
も 800 平方 km であり、10％程度である。また、電気エネ
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◎第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂講座「ここから拓
く未来」

・今まで一般の放送・映像で我々が知っていた知識はごく
わずかで、今日の講義で深い内容や学問的な知識を知り、
地震のメカニズムが非常に難しいものであることを知っ

[サブテーマ A.「震災と原発 −安心を築く」講義要旨]

た。
・地震のしくみが分かり興味深かったです。ただ、色々と

A-1： 「東日本太平洋沖地震から何を学んだか？

来る南

観測していると思われるのに、なかなか予知ができない

海地震に備えて何をすべきか？」

のがふしぎでなりません。もし、予知できたとして、そ

■日時＝9/14（水）18:30〜20:00

れが報道された時、私たちはどんな行動をとればよいの

■講師＝理学研究科・准教授/廣野 哲朗

かと考えてしまいました。
・先日、三陸地域等において、地質調査による津波来襲域

■講義要旨
本講義では、2011 年 3 月 11 日に発生しました東北地方
太平洋沖地震について、すでに様々な研究機関で報告され

の調査についての報道がありましたが、大阪湾岸域にお
ける調査についての有効性はあるのでしょうか。

ている情報（地震波、地殻変動、津波の特徴）を説明しま
した（これらの詳細はここでは省略します）。さらに、地震

A-2： 「地震の揺れと建築の耐震」

前に把握できていた情報と把握できていなかった情報につ

■日時＝9/16（金）18:30〜20:00

いて解説しました。例えば前者としては、産業技術総合研

■講師＝工学研究科・教授/宮本 裕司

究所・地質調査総合センターの調査によって、894 年貞観

■講義要旨

地震時に仙台平野内部まで津波が到達していたことが明ら

1995 年の阪神・淡路大震災から 16 年、2011 年 3 月 11

かになっていた、および今回の地震の前に日本海溝沿いの

日に東北地方太平洋沖でマグニチュード９の巨大地震が発

プレート境界に大きな歪（滑り欠損）が蓄積していたこと

生し、東北から関東地方にかけての広い範囲で甚大な被害

（2006 年に国際学術雑誌 Nature Geoscience 上で報告）が

を受けた。この東日本大震災では、陸上では最大震度７の

挙げられます。一方、日本海溝沿いのプレート境界にて、

激しい揺れが起き、北海道から九州まで揺れを感じた。揺

マグニチュード 9 レベルの地震が発生することは、これま

れの継続時間は長く、建築物の被害も多く発生し、東京・

での地震研究からは予想されておらず、さらに 3/9 に発生

新宿の超高層ビルでは 10 分間を超えて揺れが続いた。さら

したマグニチュード 7.2 の地震が前震であったことも認識

に、その後に続いた巨大津波によって、岩手県から茨城県

できませんでした。また、今回の地震被害の大きな原因で

の沿岸部では壊滅的な被害を受けた。一方、西日本におい

ある巨大津波の発生について、その発生原因を解明しよう

ては、近い将来東海・東南海・南海地震の 3 連動が高い確

とする最新の研究を紹介しました。

率で発生するであろうと危惧されている。また、大阪では

次に、来たる東海-東南海-南海地震に向けて、現在、進め

活断層による上町断層帯地震の発生の可能性もある。

られている地震研究・減災対応を紹介しました。特に、海

本講座では、まず過去の地震被害を概観し、タイプの違う

底下物理探査による沈み込むフィリピン海プレートの形状

海溝型地震と内陸型地震の発生メカニズムと地盤の揺れお

などを考慮した数値シミュレーションによる連動性の評価

よび建物の揺れの関係を分かりやすく説明した。地盤の揺

や、地球深部掘削船“ちきゅう”による震源域の断層掘削、お

れについては、大阪地域を対象に大阪地盤の成り立ちを説

よび緊急津波速報の整備状況の詳細について解説しました。

明し、社会的にも大きな問題となっている長周期地震動は

最後に、地震発生の理解に向けて、物質科学的な研究を

大阪の深い地盤構造が大きく影響していることを説明した。

紹介しました。一言で地震の理解と言いましても、その発

さらに、建築物が建つ表層地盤の物性によっても、地震の

生プロセスは震源核の形成、動的破壊の開始、広域への破

揺れは大きく異なり、特に軟弱地盤で発生する液状化現象

壊伝播、地震波放出、地殻変動（津波発生）などと非常に

によって建築物の基礎構造は破壊され、建物の不同沈下を

複雑です。近年の地震観測および地殻変動観測の進展によ

生じさせることを解説した。

って、地震時の断層の滑り様式や静穏時の固着過程および

建物の耐震については、建物の揺れの大きさや揺れ方は

ゆっくり滑りなど、地震現象に関する新しい知見が次々と

どのように決まるのかを説明した。さらに、最近多くの建

報告されつつありますが、物質科学的にどのような機構や

物に採用されている免震構造と制震構造について、それぞ

プロセスによるものであるかはいまだ不明なことが多いで

れがどのような原理で地震の揺れを小さくして、建物の耐

す。そのため、地震を理解するためには、観測による地震

震化に役立っているかを解説した。また、地域や都市の地

現象の詳細な報告のみならず、断層に着目した地震の物理

震防災を考えるうえで、地盤の揺れや建物の揺れを良く理

を研究することが極めて重要です。ここでは、1999 年台湾

解して、効果的な地震対策を講じていくことの重要性を説

集集地震で動いたチェルンプ断層の掘削研究を例に、岩石

明した。さらに、現状の耐震対策においては、考えてきた

の破壊と摩擦の物理について解説しました。

地震の大きさは建築基準法の守るべき最低基準のものが多

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

い。東日本大震災の教訓から、耐震設計においても想定で
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きるあるいは想定を超えた最大級の地震に対する安全性が

染対策の問題、福島原子力発電所の処理の問題について説

要求されるべきとの声も有り、上町断層帯地震や東海・東

明した。また、今回の事故を受けて今後の日本の原子力発

南海・南海地震に対して想定外の事態を社会でどのように

電をどのように考えていくべきかについても説明と問題提

受け入れ、被害軽減策を講じていくのかを議論し、早急に

起をした。特に原子力発電所の安全対策について、今回の

実行に移していく必要があることを講義した。

ような事故が起こらないようにするための、短期的、長期

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

的な対策についての説明を行った。さらに、原子炉の安全

・日本は地震国であるので、もっと研究が進んで、国民が

審査や原子炉事故の際の防災対策を今後どのようにしてい
くべきか、またこれに関連して日本のエネルギー政策にお

安心して住めるようになってほしい。
・今のところ予定はありませんが、家を買ったり建て替え

ける原子力発電の位置づけをどのようにしてくべきかにつ

たりする時に、どこに気をつければよいのかを知ること

いても解説を行った。

ができました。今住んでいる場所の地盤がどうなってい

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

るのか、調べてみたいと思います。

・福島の今後についての話を興味深く拝聴しました。若い

・横波の伝波を抑制するために、都市計画上、市街地に大
規模な湖沼を配置することは有効なのでしょうか？

方々の今後の活躍を期待し、応援します。期せずして、
原子力災害対策のフロンティアに立たされた我が国の対
応を世界が注目していますので、専門家をはじめとして

A-3：「原子力発電のこれまでと今後ー福島原発事故をうけ

かった。

■日時＝9/28（水）18:30〜20:00
■講師＝工学系研究科・教授/片岡

全国民の英知を集めた対応が必要と考えています。
・時間が足りなかった。今後の問題をもっと議論してほし

て−」

・科学者や技術者の在り方が問われなくてはならない。

勲

■講義要旨
今回の福島原子力発電所の事故を受けて、我が国全体に

A-4：
「都市から今後のエネルギーシステムを考える」

おいて原子力発電やエネルギー政策についての関心が極め

■日時＝10/5（水）18:30〜20:00

て大きくなってきている。これを受けて本講義では原子力

■講師＝工学研究科・教授/下田 吉之

発電について、その仕組みや安全性、これまでの経緯につ
いて、また福島原発事故を今後どのように収束していけば
よいかについて、エネルギー問題や国、地方自治体の安全
管理体制も含めて解説した。
原子力発電の仕組みについては、ウラニウムの発見から
近代物理学の発展の過程で核分裂が発見され、それが第二
次世界大戦とも関連して核兵器の開発につながり、戦後平
和利用を目指す中で原子力発電につながっていったかを述
べるとともに、我が国において原子力発電をどのようにし
て導入されていったかについても解説した。また、原子炉
の種類と現在発電用に用いられている沸騰水型原子炉と加
圧水型原子炉の仕組みを説明するとともに現在の原子力発

■講義要旨
東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故が今後のエ
ネルギーシステムに与えた影響はこの１年程度の短期的な

電の状況について解説した。
また今回の福島事故に関連して、放射性物質と放射能に

もの（計画停電・節電など）と長期的なもの（エネルギー

ついての正確な知識が必要なことから、放射性物質、放射

政策、地球温暖化政策）に分けて考える必要がある。短期

能、放射線の強さについて現在用いられている単位、環境

的な影響のうち、電力の安定性の重要性の認識に基づく分

における放射線、放射線の人体への影響について解説を行

散発電や蓄電への関心の高まりは，太陽光発電システムな

った。

どの普及を後押しする観点から長期的な低炭素化の動きに

次に福島原子力発電所の事故について、地震や津波がど

つなげていけるかも知れないが、今回の節電は緊急的なも

の程度であったか、これらによってどのようにして炉心の

ので、熱中症などの健康や基本的な生産活動、生産性に大

溶融と水素爆発、それに伴う大量の放射性物質の環境への

きな影響を及ぼしており、この成功が今後の省エネルギー

放出が起こったかについて説明を行った。そして現在、福

社会に直接つながるものでは無いことは注意する必要があ

島原子力発電所がどのような状態になっており、どのよう

る。ただし、照明などでは従来のエネルギー消費に無駄な

な課題があるかについても説明した。

部分があったことが発見できている。

さらに福島原子力発電所並びに原子力発電の今後につい

長期的には、温室効果ガスの排出削減、資源制約、経済

て、冷却の問題、放射性物質の放出抑制の問題、周辺の除

制約などエネルギーシステムには大きな課題が未解決のま
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まであり、これに今回の事故を踏まえた安全性、安定性を

■講義要旨

加えて今後のエネルギーシステムを考えていかなければな

2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故では水素爆発の

らない。近年の事業用発電電力の急増は、家庭･業務など民

ために原子炉中の放射性物質（主にヨーソ 131（131I：半減

生用電力の増加によるところが大きく、これはすなわち都

期８日）, セシウム（134Cs：半減期２年,

市におけるエネルギー消費の見直しが、重要なポイントで

年）が大気に飛散し、それが、雨や雪が降ることによって

あることを示唆している。

地上に降り注ぎました。気象条件の違いで初めは北部の方

137

Cs：半減期 30

1970 年代、エイモリー･ロビンスは「ソフト･エネルギー･

向に風によって運ばれ、飯舘村などに多くの放射性物質が

パス」を提唱し、エネルギー消費の効率化と、需要の質と

地上に降下しました。その後、この風向きは太平洋側に向

規模に合わせた自立分散型のエネルギーシステム構築を提

かい、その後、南に方向を変えました。その時々の、雨や

唱した。その後、茅により巨大システムのメリットと融合

雪の降り方で地上に降った放射性物質の降り方が違うので

させた「ホロニック･パス」が提唱されているが、いずれに

す。ヨーソとセシウムは水への溶融度の違いによって土壌

せよ今後のエネルギーシステムの議論は、「何で供給する

放射性物質の降下の仕方が違うという事が、はっきりして

か」よりもまず、真に必要なサービスを供給するためにエ

います。また、20km 圏外の飯舘村の放射能レベルが高く、

ネルギー需要端で適切なエネルギーの消費･転換がおこな

20km 圏内のすぐ近くの川内村などの放射能は 1 mSv/h レ

われているか、オンサイトのエネルギーが利用可能かなど、

ベルで、普通に生活しても全く大丈夫なようです。文部科

需要側から積み上げていく形での議論が必要になると思わ

学省プログラムをリードした形で大阪大学は、こういった

れる。

放射性物質汚染度マップの作成に大きく貢献しました。

再生可能エネルギーについては、需要側で考える太陽光

講義では、我々が日常に接している放射線、放射線被爆

や太陽熱と、供給側に組み込まれるべき風力や大規模バイ

についての危険性や過度に怖がることの無いことなどを説

オマス、地熱に分けて考えるべきである。近年、太陽光発

明しました。原子炉の中で核分裂反応によって作られる放

電の電力買取制度が議論されているが、日本では発電で儲

射能（核分裂生成物）、福島原発の事故によって放出され土

からなくても太陽光発電を持つことに意義を感じた人々に

壌に沈着した土壌放射線マップ作成に至る経緯、測定結果、

よってその普及が支えられてきた歴史があり、制度設計に

今後の課題について議論しました。チェルノブイリ事故で

は十分な検討が求められる。
「低炭素社会」を魅力的にデザ

は原子炉がむき出しになったために、核分裂反応で生成さ

インすることができれば、再生可能エネルギー機器や省エ

れるほぼすべての核分裂生成物が放出されましたが、福島

ネルギー機器に対する投資は進むのではないか？特に近年

の場合は I-131, Cs-134, Cs-137 が主な放出放射能で Sr-90 は

普及が伸び悩んでいる太陽熱利用についても、その魅力を

約 300 分の 1 程度と少なかったようです。土壌放射線マッ

高める努力が必要である。

プは、これからの放射能除染計画に役立てることができま

都市スケールでは、土地利用・建築ストック･インフラの

す。また、放射能の土壌への浸透分布も測られており、放

三点からエネルギーシステムを考える必要がある。地域冷

射能は 5cm 程度の深さに行くと 10 分の 1 程度になるとい

暖房やスマートグリッドと言ったインフラの構築だけでな

うこともわかっています。梅雨や台風で放射能が流され、

く、再生可能エネルギーやインフラの利用しやすい土地利

時間の経過とともに浸透分布がどのように変化するかを観

用、環境への取り組みを市民にわかりやすく伝えるパビリ

察して行くのは放射能除染問題と深くかかわる、これから

オンなどの広報活動が重要なポイントである。

の課題です。

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）
・エネルギーのマッチング（消費の形態にあわせてエネル
ギーを決める）が重要であることや、まちづくりが決め
手となってくることがよくわかりました。需要コントロ
ールをデザインする、これこそ新しい公共の課題かと思
います。
・エネルギー問題を長期短期でどう考えるかが大切である
ことがよく理解できた。スマートグリッドの取り組みが
日本では遅れているが、先生たちの研究に期待します。
・もう少し、今後の方向性を色々なアイテムをもって展開
してほしかった。
■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）
A-5:「福島第一原子力発電所から出た放射性物質の分布」
■日時＝10/12（水）18:30〜20:00

・なにが怖くてなにが安全なのかをもっと調べていきたい
と思います。

■講師＝核物理研究センター・准教授/藤原 守

・除染して住める環境、そこで働きたいと思う環境に本当
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になるのか心配。

5.放射線を扱う人々の仕事場は１年間の被曝線量が 50ｍSv

・確定的影響として出されている症状は、その「しきい値」

を超えない、５年間の合計が 100 mSv 以下の環境になるよ

を超えると必ず起こる症状と考えてよいのでしょうか。

うにしなければならない。そして、一般大衆には１年間に
1mSv を超えないように環境を配慮しなければならないと

A-6:「原発事故の生物に対する影響を正しく理解するため

いう線量限度（法律）が有る。しかし、いずれの線量を超

に」

えても確定的影響（自覚症状）は発症しない。線量限度と

■日時＝10/19（水）18:30〜20:00

は人々に安全をまもらせるために人が作った法律境界線で

■講師＝医学系研究科・助教/中島 裕夫

真に生物影響が出る危険な境界線ではない。

■講義要旨

6.被曝線量が同じ場合には、放射線をドバッとあびるのと

2011 年 3 月 11 日の未曾有の東日本大震災によって、地

ジワジワあびるのとでは、ジワジワあびる方が、障害が半

震や津波の被害だけではなく国土を広く放射能汚染する原

分に軽減される。環境汚染による被曝、医療検査被曝は後

発事故までもが発生してしまった。この福島第一原発事故

者に当たる。

により広島、長崎の原爆被爆、第五福竜丸事件そして東海

7.皮肉な事に放射線が微量線量であればあるほど、人間に

村 JCO 事故以来、一般大衆のみならず教育研究分野でも

とっては致死的な影響として一番恐れられている癌と遺伝

徐々にうすれかけていた放射線への関心と恐怖を再燃させ

的影響だけが生物影響の主体となっている。しかし、現在

ることになった。事故以来、巷に放射線の人体影響に関す

の科学では放射線量が 100ｍSv 以下では、自然がんの発生

る情報が多く流れ始めた。その多くの情報を正しく理解す

率と区別することが出来ないために危険性を証明すること

るための基礎的な放射線生物学を解説した。

ができない。また、逆に 100ｍSv を被曝した場合には統計

放射線は医療のみならず色々な分野で利用されており、

学的に 1000 人中５人の割合の癌死亡増加があるというも

私たちの生活には欠かせないものになっている。しかし、

ので、全員が癌死亡することではない。

一方で、過去の歴史から、いつも怖い物ベスト５の１つに

8.ヒトには産まれながらちゃんと放射線による障害（遺伝

挙げられるものでもある。放射線はなぜ怖いのか、放射線

子損傷、細胞の損傷など）を修復する機能が備わっており

にあたると人のからだの中ではどのような事が起こるのか、

決して放射線に対して無防備ではない。また、弱い放射線

そしてどれくらいの放射線をあびるとそれは起こるのか、

にはそれらの機能の増進効果があるかもしれない（ホルミ

また、その後、からだはもとに戻れるのだろうか、これら

シス効果）という考え方があり、多くの学術的な報告があ

の疑問に答える事から解説をした。しかし、基礎的知識の

る。

様々な方々に対して分かりやすく、次の機会に同じ土俵で

9.癌や遺伝的な疾患は自然にも発生するので微量放射線が

放射線の話題に入れるようにと考えたために短い時間の中

原因だと特定することは困難である。また、癌などは、発

に内容が盛り沢山になってしまった。以下に解説の主な内

症するまでに長い時間を要するので、それまでの間の他の

容を記す。

原因（タバコ、食品、生活環境など）も考慮しなければな

1.放射線の人体影響には、被曝後に症状が出るまでの期間

らない。

が 3 カ月以内の急性障害（早期障害）
（宿酔、皮膚紅斑・潰

10.放射線を正しく怖がるにはこれからも多くの知識と正

瘍、脱毛など）と、6 カ月から 1 年以上経過しないと出な

しい情報に触れて自分で考えてみる事が大切である。世界

い晩発障害（後期障害）
（白内障、線維症、癌、遺伝的影響

一、放射線を怖がる日本人だが、世界一、年間医療被曝線

など）がある。

量が多い国である。また、世界一、放射線をあびているが

2.放射線障害にはその出方が宝くじ当選のように確率的に

平均寿命が世界一長いのも日本人である。

出る「確率的影響（がん、遺伝的影響）
」と収集点数が多い

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

ほど高価な景品がもらえるポイント交換のような被曝線量

・放射線障害について具体的な知識を得たのは有益。寺田

が多くなるほど傷害やその重症度を確定できる「確定的影
響（宿酔、皮膚紅斑・潰瘍、脱毛、不妊、白内障、線維症

寅彦の言葉が印象的。
・資料のホルミシスの説明で、電力会社の資金提供による

など）」という 2 つのタイプがある。

データでまゆつばのところがあるが、将来はわかるとい

3.ヒトでは､4000 mSv(ミリシーベルト)の放射線を被曝す

うような説明がありました。将来とは今回の福島の原発

ると 60 日以内に半数の人が死亡する。これを半致死線量

事故の経過をたどればわかるということなのでしょう

（LD50/60）と言う。1000mSv 以下では、自覚症状の伴う確

か？
・福島県のお母さんたちが子ども達への放射線の影響につ

定的影響は出ない。
4.ヒトは、太古の昔から自然界の放射線に１年間で 1.5

いて大変心配されていますが、これは過剰反応と考えら

mSv(現在の日本国内平均。世界平均では 2.4ｍSv)被曝して

れますか？？

いる。この放射線被曝はヒトにとって避けられないもので、

・原発の影響は、生物に対してはあまりないと考えてよい
のでしょうか。事故現場の作業員で足に炎症をおこわれ

放射線被曝を考える時の許容の基準となっている。
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た方がおられましたが、その方は 5000mSv くらい放射線

入れ替わり、分譲マンションをめぐる紛争が増えた。それ

を浴びたということなのでしょうか？

ぞれの場所ごとに異なるまちの成り立ちや地形との折り合
い方などを事業者や新たな住民に伝える必要から、これま
で続けてきた景観への取り組みを景観法のしくみに移した。

[サブテーマ B.「復興の知―暮らしと心」講義要旨]

地域の当たり前は地域以外の人や事業者にはわからない。
B-1： 「震災復興と暮らしの風景」

当たり前を記録する・伝えることが非常時の備えになる。

■日時＝10/26（水）18:30〜20:00

能登の日本海に面する仮設住宅地は木製の間垣で囲まれて

■講師＝工学研究科・准教授/小浦 久子

いた。復興では大きな変化は避けられないが、変化の質を
問うことで、地域性の持続可能性が高まる。ｵｷﾞｭｽﾀﾝ･ﾍﾞﾙｸ
が言うところの「風景の知」を伝えることである。
東日本大震災の被災地では復興のスピードと量が求めら
れているところであり、生命の安全と生活再建のあり方が
地域で問われている。景観を語る時期ではないとされがち
だが、地域の人々の生活の当たり前のなかに風景がある。
どこに住むのか、逃げる安全と津波防潮堤の高さの折り合
い、生業の場と生活の安全との折り合いなど、多くの厳し
い選択においては、歴史や祭りの風景、生活の風景、残っ
た樹木や祠の記憶などに手がかりがあるのではないか。貞
山運河についても、歴史的資源の修復という観点だけでは

■講義要旨
東日本大震災の被災地では、多くのまちや集落で復興に

なく、運河のでき方や使い方などによって異なる沿岸地域

向けての厳しい選択を迫られている。高台移転や津波に対

との相互関係を知り、その意味を継承することで地域復興

する防潮堤の高さなど安全のための数値基準にもとづく選

を支える資源となるはずである。

択が求められるなかで、地域の生業や暮らしの文化との折

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

り合いが難しい状況にある。阪神淡路の経験と復興過程の

・都市に住む人々がより早く、より多く、公共の利益(影観

調査にもとづき、予期しない災害において風景を手がかり

等）の重要性に気づくようになってほしい。
・緑地メンテナンスの視点についても一般基準化すること

に地域性の持続を考える。
震災からの復興は、道路の復旧率や防災公園の整備量、
住宅の着工戸数や公営住宅の供給戸数など、量的指標で示
される。しかし、量的指標では地域の復興は示し得ないこ
と、復興は元に戻ることではないことを、阪神淡路の経験
が教えてくれる。震災による滅失戸数を上回る新築住戸数

ができれば、一層高度な景観保全が実現できるのではな
いかと考えます。
・東日本大震災にかかわる部分を中心に構成してほしかっ
た。質疑応答でのお話が興味深かった。
・風景の知も、重要なポイントになることがよくわかった。

というデータからは、多くの居住者が入れ替わっているこ
と、住宅の建て方や材料の変化によりまちの風景の変化し

B-2： 「大規模災害時の被災者医療への取り組み」

ていること、近所つき合いの変化や新たなコミュニティ活

■日時＝11/16（水）18:30〜20:00

動などはわからない。量的指標では見えないまちの変化の

■講師＝医学系研究科・准教授/鍬方 安行

質を問う視点が求められるのである。地域の風景は変化の

■講義要旨
大規模災害時には平時とは異なった医療の枠組みが必要

質を問うときの手がかりになる。
阪神淡路大震災後 10 年間、学会による被災建物調査の地

である。わが国では、1960 年代に救急業務が法制化され、

域分担を引き継ぎ、芦屋市の復興実態調査を続けてきた。

1970 年代に一次・二次・三次救急を階層化した現在の救急

調査から住宅復興では、住宅の建て方や形態・材料、住宅

医療の骨格が整った。1995 年に発生した阪神淡路大震災は、

と庭の関係など、住まいの変化が景観を大きく変えている

このような平時の救急体制の整備が完了して以降、はじめ

ことがわかった。建て替えは一般的な都市においても発生

て生じた甚大な災害であった。同年 6 月に大阪大学救急医

するがその変化はゆっくりであるのに対し、被災地では急

学教室によって、震災にともなう入院症例調査がなされた。

激な変化が大量に集積することにより地域らしさの喪失と

被災地内病院（被災 10 市 10 町内の 100 床以上規模の 48

して人々に認識された。それが景観に現れる。道路や生活

病院）と周辺で震災後も正常に機能した後方病院（47 病院）

基盤を復旧させ、仕事をつくり生活を立て直すことが優先

へ調査医師が訪問し、発災後 15 日間に入院した全ての診療

されるなかでは、地域らしさや文化、景観などの重要性は

録を直接閲覧調査するという、過去に類をみない綿密な調

わかっていても復興現場ではなかなか言い出せないテーマ

査分析を実施した。外傷 2,702 例、疾病 3,389 例、計 6,091

であった。震災から 10 年がたち、芦屋では人口が半分近く

例の入院症例が集計された。外傷では、患者動態を総合的
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に検討した結果、クラッシュ症候群および臓器損傷合併例

を具体的に知ることができた。

において、被災地内病院にとどまった症例の死亡率（それ
ぞれ 34/169 (20%)、31/110 (28%)）が、後方病院に転送さ

B-3：
「「復興する」ために

−−臨床哲学から」

れ治療を受けた症例の死亡率（それぞれ 16/203 (8%)、5/67

■日時＝11/17（木）18:30〜20:00

(8%)）より有意に高いことが明らかとなった。また、被災

■講師＝文学研究科・教授/中岡

地内病院から後方病院への転送は、震災当日にほとんどな

■講義要旨

成文

く、翌日以降 1 週間以内に徐々に増加したが、一方で被災

哲学の立場から、ノウハウに止まらないことについて述

地内病院での死亡数は、当日よりも翌日に増加し、以降数

べたい。手足を動かさなければ復興にはならないのも確か

日間徐々に累積増加した。この結果は、クラッシュ症候群

だが、人の心を「新たにする」ことに貢献できればと思う。

および臓器損傷例を、できるだけ早期に被災地内病院から

１．復興する、立つ、建てる

診療機能が正常な後方病院へ転送して治療することで、予
後を改善できる可能性を示唆した。疾病では、新入院例の

「生きる根拠」、「復興の根拠」を問う。起こったことか
ら、何を学べるのだろうか。

分析から、肺炎による入院が平時の約 17 倍に、喘息、虚血

生きる根拠を考えるうえで、「土地倫理」を唱えたアル

性心疾患、脳血管疾患、消化性潰瘍が平時の約 2〜4 倍に増

ド・レオポルドの説（『野生のうたが聞こえる』講談社学術

加した。これら急性疾患の発症は全壊・全焼家屋が多い地

文庫）が参考になる。歴史上の出来事は、たんに人間の企

域ほど増加する傾向をみた。入院中に病院で被災した例は

ての結果ではなく、人間と土地（土壌、水、動植物を含む）

後方病院へ転送される率が多かったが、新たに発生した疾

との相互作用の結果である。人間も、土地という共同体の

病例は、そのほとんどが被災地内病院で入院加療をうけて

１構成員として、仲間の構成員を尊敬し、自分の所属して

いた。震災による多数傷病者の予後を改善するためには、

いる共同体(=土地)を尊敬すべきである、と彼はいう。ただ、

被災地内病院に搬入されたクラッシュ症候群や臓器損傷、

「土地」よりも、「街」、人間たちの力が加わり、環境と協

重篤な急性疾病患者など緊急を要する治療対象を、二次ト

力してつくり上げたものが、生きる根拠と言えるのではな

リアージによって速やかに被災地外の後方病院（災害拠点

いか。

病院）へ転送するのが望ましいと結論づけた。その後、こ

次に「復興」という言葉を掘り下げてみる。ドイツ語で

れら阪神淡路大震災の教訓を活かして、予め訓練をうけた

は、Wiederherstellung という。再び herstellen(つくり出す)

医療チームが可及的速やかに大規模災害をうけた現地に出

ことであるが、いったい「つくり出す」とは何だろうか。

向き、おおむね 72 時間以内を目処として自己完結的に救命

私たち人間は自然や運命に抗って、さまざまなものを作り、

医 療 を 展 開 す る と い う 災 害 派 遣 医 療 チ ー ム （ Disaster

「立てて」(stellen)きた。その「意地」があるので、来し方

Medical Assistance Team：DMAT）が組織され、各都道府

を「記念」するしるしを立てる（記念碑の建立など）こと

県へのドクターヘリの整備がすすみ、地域防災訓練が積み

も必要だし、復興の気持ちを支えてくれるしるし（亡き人

重ねられてきた。2011 年 3 月 11 日におこった東北地方太

の写真、アルバム、遺物など）も必要になってくる。他方、

平洋沖地震による東日本大震災では、初期 3 日間に全国の

「意地」は、ギリシア神話でいえば人間の傲慢（ヒュブリ

救急専門医育成施設 122 病院などから多数の DMAT 隊が現

ス）に通じ、天や神の懲罰を引き起こしうるので、この点

地出動し、急性期診療・患者移送に活躍したが、東日本大

注意しなければならない。

震災は、阪神淡路大震災とは様相を異とした。津波被害が

２．人が人であるための 5 つの関係性

甚大で、溺水、低体温による重症例がしばしばみられた一
方で、倒壊家屋による外傷例は比較的少なかったとされる。

安心・安全だけでよいのか。真の意味での、
「安楽」をめ
ざすべきではないか。

また肺炎の多数発生も報告されているが、その全貌は未知

① 人間関係性――他の人々と

である。被災者医療の実態を明らかにし、次世代への教訓

② 社会関係性――社会や、経済、行政などと

として活かすためにも、今後の綿密な調査の実施と、その

③ 自然関係性――自然環境やモノ、あるいは身体と

解析が重用な課題である。

④ 自分関係性――自分自身と（心のバランスなど）

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

⑤ 意味関係性――①〜④を意味として理解する(伝統、

・阪神の教訓から東北震災医療に非常に生かされたことを

文化的価値など)

報告を受け、感謝いたします。マスコミ報道になかった

例：石巻伝統の舞・雄勝法印神楽が、震災のため、石巻で

ことを説明されたことが、今後の医療に生かされること

はなく、招待されて 2011 年 10 月 9 日(日)鎌倉の神社で奉

を期待したい。

納された。これはとりわけ意味関係性にかかわる。

・具体的な活動内容が聞けたのがよかったです。

３．復興させる「当事者」は誰か

・原発事故発生時の救命救急医療も今後必要かと思います。

長い時間の流れ(人間の系列、歴史)を考えなければならな

・阪神大震災時医療の検証がその後の災害医療に生かされ

い。復興するものは、現在の人間たちだけによってつくり

ていることが理解できた。今回の震災時の DMAT の活躍

出されたものではない。とくに宗教的にならなくても、先
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祖（災害で亡くなった人たち）の「霊」が見守り、促して

災害の被害は、所得水準の低い国や低い時代には人的被害

いるのかもしれない。釜石の海岸で犠牲者のために追悼演

が大きく、高所得国や経済発展を遂げた後には経済被害が

奏を行った指揮者もいる。将来の世代も、彼らのことを考

大きくなるという特徴をもっている。つまり、阪神・淡路

えながら復興が行われる以上、当事者である。また、自然

大震災と東日本大震災を例外として、日本では自然災害の

もある時は牙をむき、人間を痛めつけるとしても、当事者

経済被害が大きいことに注目しなければならない。

である。自然環境と共生しつつ、これを制御する努力が必

阪神・淡路大震災の直接経済被害は約 10 兆円、当時の
GDP の 2％と推定された。そこからの復興は、公的インフ

要である。
たんに｢(旧に)復す｣のではなく、よりよくなるように見直

ラの復旧に 3 年し、経済基盤等も含めた復旧に 5 年を要し

したい。たとえば、社会的弱者と呼ばれる人たちは、復興

た。復興の 10 年間に必要となった資金は、総額 16 兆円、

にどのように関われるのか。復興の本質をなす「意地」や

負担は公的資金が 6 割、民間資金が 4 割だった。しかし、

「張り」から活力を得つつ、「思い」に過度にしばられず、

付加価値ベースでの支出主体としては、民間の家計と企業

それをうまくマネージ(やりくり)して、新しいものをつくり

が 6 割、公共部門が 4 割だった。この違いは、公的資金の

出していくことに留意したい。

うちかなりの部分は、民間への所得移転として使われたか
らだった。いずれにしても、復興とは新しい経済発展の軌
跡であり、民間部門の役割が極めて大きいことを示してい
る。
東日本大震災の直接経済被害については、政府は 16.9 兆円
と推定している。しかし、これは積み上げ方式による推計
であり、公式統計の縦割りによる重複、脱漏、定義の不整
合性を含む数字である。社会疫学的推定に基づいたある研
究によると、被害額は 30 兆円と推定される。これに経験則
としての 1.6 を掛ければ、今後 10 数年にわたって必要とな
る復興資金の総額は 50 兆円近くにもなる。
これだけの復興投資を被災地と国民全体で負担していかな
ければならない。東日本大震災という三重災害からの復興

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

は、日本に突然出現した「震災後の東北地方という新しい

・人の心を新たにする、という言葉をじっくり考えたいと

国」の経済発展の問題として、長期的な視野のもとに取り
組んでいかなければならない。

思います。
・
「復興する」の言葉がこれほど深いものだとは思いません

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

でした。いや、漠然とは理解していたような気もします。

・災害の様相は個々の災害のよって異なるとのご講義があ

本当に難しいことだと思いますが、よりよい復興がなさ

りましたが、全くその通りだと感じています。東北大震

れるように、少しでも携わっていければと感じました。

災の状況は、阪神淡路では測ることのできないほど、甚

・日ごろ漠然と考えていることを、整理する一端となった

大な被害ですので、先例にとらわれない柔軟な対応が強
く求められていると感じています。

ことはありがたかった。

・現地事情に明るく、感銘を受けました。続編を聞きたい。
・復興の大変さ、なんとなくわかってきた。人口減少時代

B-4：
「大災害の経済被害と経済復興」

に災害が予想されるとき、タイムリーな対応を考えてい

■日時＝11/25（金）18:30〜20:00
■講師＝大阪大学名誉教授・同志社大学教授/林 敏彦

かねばならない。
・災害にどう向き合うか、実践に向けたヒントを多く提供

■講義要旨
「災害」とは、外因によって人間の生命・身体・財産に

していただけました。

被害が発生すること。ベルギーの災害疫学研究所（CRED）
では、そのうち、死者数が 10 人以上、被災者数が 100 人

B-5:「災害ボランティアの現状と展望」

以上、非常事態宣言が出された、国際的救援が求められた、

■日時＝11/30（水）18:30〜20:00

の 4 条件のうち、一つでも満たす事象を「災害」としてデ

■講師＝人間科学研究科・教授/渥美 公秀

ータベースに収録している。そのデータベースによれば、

■講義要旨
（準備中です。）

近年、世界での災害件数は急増している。
中でも日本は、自然災害の多発国で、過去 100 年間自然

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

災害の国土面積当たり発生件数では、フィリピンに次いで

・ボランティアの在り方について疑問を感じることがあり

世界で第２位、先進国中では第１位を占めている。また、

ましたが、ボランティアの本質にふれさせていただいた
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続いて、これらの状況を踏まえた上で、今後どのような

思いがしております。
・お話に感動するとともに、自分自身の経験も踏まえてボ

方向を目指すべきか、また今後の課題は何かについて議論
した。特に重要だと思われるのは、「自然と人間との共生」

ランティアの難しさを改めて感じた次第です。
・現在、障害者のボランティアに従事しているが、ボラン

「人間と技術の調和型アプローチ」ということで、前者は

ティアを理論的に取り上げられた講義を聞くのは初めて

「自然災害を自然の厳しさの一つの側面としてとらえ、長

で、非常に興味深かった。関係書籍など紹介していただ

期的に世代を越えて、これと共生、共存していく」ことを、

ければありがたいと思います。

また後者は「共生していくためには、自然災害に対応する
先端的な仕組み（技術、制度など）の開発を進めるととも

B-6:「災害時のコミュニケーション支援−危機管理における

に、人間の意識や行動もそれと協調することにより、被害

情報システムのあり方について」

を最小限に食い止める「災害対応文化」を形成することが

■日時＝12/7（水）18:30〜20:00

必要」であることを意味している。
また、具体的な今後の課題として、
「迅速かつ正確な状況

■講師＝基礎工学研究科・教授/西田 正吾

把握のための SNS の活用」
「災害対応におけるコマンドウ
ェア・ヒューマンウェアの充実」
「防災システムと人間行動
との協調」
「ほとんど情報が上がってこない被災中心地域へ
の対応」
「帰宅困難者等を想定した一般市民への情報提供」
などについて考察を加えた。
■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）
・災害に対する対応の仕方についての分析、多くの問題が
あり難しいことが理解しえたと思います。
・情報システムを大局的にみるのが困難であるが、実情に
応じて情報システムの変遷している。今後、どうなるか
想像できない。
・ヒューマンウェアを活用した災害対策の有効性について
は、大いに期待されるところですが、ヒューマンウェア

■講義要旨
本講義では、まず最初に災害時における情報通信がどの

に内包されるヒューマンエラー（想定範囲を超える事態

ような状況にあるかということを、1995 年の阪神・淡路大

が発生する場合も含みます）を内包したうえでその影響

震災、2004 年の新潟県中越地震、今回の東日本大震災の 3

を最小限に抑制するシステムの構築がハード、ソフトと

つの大災害を取り上げ、それぞれの情報通信の状況を紹介

もに必要と考えます。非常に興味深い講義でした。

すると共に、災害時のコミュニケーションがどのような形
で行われたか、またその問題点は何かについての分析結果

B-7:「心のケアから丸ごとのケアへ−共感縁と無自覚の宗教

を述べた。ここで、注目すべき点は、この 16 年間で、情報

性−」

インフラが大きく変化したことで、阪神・淡路大震災の時

■日時＝12/14（水）18:30〜20:00

には、携帯電話やインタネットがほとんど使われておらず

■講師＝人間科学研究科・准教授/稲場 圭信

固定電話が主であったのに対し、新潟県中越地震の時には、

■講義要旨

携帯電話やインターネットが主流となり、さらに東日本大

東日本大震災に心のケアの重要性が指摘されている。し

震災の時には、それに加えて、ツイッターやフェースブッ

かし、
「心のケア」と構えた姿勢では、ケアにはつながらな

クなどのソーシャルネットワークサービス（SNS）が急速

い。まずは、寄り添うことから始まる。本講義では、共感

に広がっていたことがあげられる。特に、東日本大震災に

縁と無自覚の宗教性から、寄り添いのボランティア、丸ご

おいては、インターネットが災害に対して頑健であり、安

とのケアについて話した。

否確認や救助要請等に SNS が非常に有効であったことが確

まず、医療機関による心のケアチームについて簡単に紹

認された。また、通信の輻輳対策として導入された「災害

介し、兵庫県こころのケアセンター・副センター長である

伝言ダイヤル・災害用伝言板」も、災害時伝言ダイヤルが

加藤寛氏が指摘する、被災の状況を聞き出すことのリスク

300 万件、災害用伝言板は 1500 万件の利用があり、かなり

に言及した。そして、被災者が復興・再建に向かう気力が

普及してきていることが示された。問題点としては、防災

出るのを見守り、そっと寄り添う伴走者としての丸ごとの

行政無線やテレビ・ラジオ等で緊急地震速報や大津波警報

ケア（何でも屋、御用聞き、土台のお手伝い）が、心のケ

が流れたにもかかわらず、津波被害地域においてすぐに避

アにつながること、心だけを切り取って考えることの問題

難しなかった人が 40％を越えていたこと、避難を呼びかけ

を指摘した。

る呼びかけ方で避難率が変わったことなどがあげられる。
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日本人の多くは自分は無宗教と思っているが、先祖に対

する感謝の念や神仏や世間に対する「おかげ様」という思

た社会に、今、
「無自覚の宗教性」にもとづいた「共感縁」

いは生きている。この「無自覚の宗教性」も支援の輪が広

が生まれた。心だけを切り取ったケアではなく、この共感

がっている背景にあろう。大切なことは、できることを何

縁による支えあいの連携、被災者に寄り添う伴走者として

でもさせて頂くという姿勢だろう。そして、相手に寄り添

の丸ごとのケアが重要であろう。

うことが、心のケアにつながるということだろう。地域の

主要参考文献

稲場圭信『利他主義と宗教』弘文堂

つながりを奪われ、家族を無くし、あらゆる縁を失った人

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

たちが、これから生きていく、それを多方面でサポートす

・丸ごとのケアにより、自然な形で相手に寄り添うことの

る。苦難にある人に寄り添い、ともにすることにより、そ
の人の心が開かれる。そのような関わりが心のケアにつな

重要性が理解でき、興味深かった。
・災害と宗教とのかかわりについて、心のケアに宗教の果
たす役割が重要または効果的というお話がありましたが、

がるのであろう。
四方僧伽北海道という仏教者グループの上川泰憲氏は、
岩手県大船渡で、そのようなケアを継続して行っている。

確かに宗教者の有する受容性はカウンセリング面で大き
な力を発揮されるものと感じています。

物資を運び、仲間の美容師がヘアカットをし、レストラン

・ボランティアとネオ・リベラリズムとの親和性は考えら

シェフが中心となって食事を作り、ミュージシャンが音楽

れないのでしょうか。また、ボランティアとナショナリ

を奏で時をともにする。そこに人間関係が作られる。彼ら

ズムの関係をどのように考えればよいのかお聞きしたか

が活動をして、北海道に戻るときには、被災者は彼らの手

ったです。

を取り、抱き合い、再会を約束する。そして、彼らは再び
B-8:「危機事態の行動と心理」

訪問する。人間的なつながりがそこにある。
1995 年、阪神淡路大震災が起き、ボランティア元年と言

■日時＝12/16（金）18:30〜20:00

われた。支え合う社会に変わるように思えた。しかし、そ

■講師＝人間科学研究科・教授/釘原 直樹

の後、日本社会のあり方は変わったのだろうか。利益と効

■講義要旨

率のみを追求し、人を物のように使える・使えないで切り

（準備中です。）

捨て、自己責任論のもと個人に過剰の負担がかかる社会。

■受講生の感想など（アンケート回答より抜粋）

勝ち組・負け組の分断社会。地縁・社縁・血縁が奪われて

・情報によって本来の問題点から話題がずれてしまい、結

ゆく無縁社会。利益効率、業績主義。ひとたび「駄目」と

果、本当に究明されたものは何だったのかわかりにくく

レッテルを貼られると、はい上がれない「ダメ出し評価社

なっているように思います。情報が発せられる源の意図

会」の中で、誰もが人からの評価を気にして生きた。そし

はどうしようもないので、自分自身の問題意識をぶれな

て、2011 年 3 月、東日本大震災、福島第一原子力発電所事
故。「支えあい」「思いやり」が大事だと捉え直す人は増え

いように持つことが大切と感じました。
・
「スケープゴート」であれば社会心理学としてもう少し突
っ込んでほしかった。

ている。
今の日本社会、他者を助ける行為、利他的行為を自己犠

・マスメディアとの接点、かかわり方についてはもっと考

牲とは感じない人々がいる。お互い様、そのような相互関

えていきたい課題です。震災報道は１つのきっかけであ

係の心、連帝感が生まれている。私たちの中にある、苦難

ったと思います。

にある人へ寄せる思い、共感である。あらゆる縁が弱まっ
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4-2. 第 3 回大阪大学シンポジウム・記録本
「なつかしき未来『大阪万博』」−人類は進歩したのか 調和したのか
2010 年 12 月 12 日開催の第３回大阪大学 21 世紀懐徳堂シンポジウムは、1970 年の「日本万国博覧会（大阪万博）」
から 40 周年に当たることから、大阪万博を検証したシンポジウムであった。テーマ的にも 21 世紀懐徳堂シンポ
ジウムが継続していた「街育て」に沿って大阪の街を語れるのではないかという意図があった。
「大阪万博」は日
本の高度成長期のシンボルであり、戦後が収束したと感じられる出来事であった。以降、大阪万博は大阪並びに
関西の人の良き思い出となったが、万博が与えた影響についてしっかりと検証がなされたことがほとんどなかっ
た。会場に隣接する大学として大阪大学が 40 周年の節目に「大阪万博」が与えた影響を検証するべきだと考えた。
学内外の多彩なパネリストが意見を交わし合ったシンポジウムは大好評（2011 年度の報告書に詳細）であり、記
録集を残すべきだという声が上がった。

（荒木 基次）

[仕様]
・タイトル／なつかしき未来「大阪万博」
人類は進歩したのか

調和したのか

・対象／一般
・編・著者／大阪大学 21 世紀懐徳堂
・発行元／創元社
・サイズ／A５判（ヨコ 148×タテ 210 ミリ）
・頁数／本文 180 ページ
・定価／2300 円（付録として万博年表・映像インタビューの DVD 付き）

表紙カバー

・部数／初版 2000 部（内 650 部を 21 世紀懐徳堂が買取）
・販売方法／全国書店にて市販。
・協力／独立行政法人日本万国博覧会記念機構、毎日新聞社大阪本社、編集工房レイヴン（原章）
成果

トはすべて大阪万博を体験している。その体験談と、それ
以後の大阪の街の変貌を議論し、大阪万博が大阪及び関西、

大阪万博において当時携わった方々に映像インタビュー

あるいはまた日本全体に与えた影響を検証した。

を試みた。上田篤氏（お祭り広場設計者・元大阪大学工学
部教授）
、小松左京氏（テーマ館サブ・プロデューサー・SF
作家）
、今井祝雄氏（具体美術協会会員・成安造形大学教授）

課題

の３氏である。実際の大阪万博の設計・会場計画などにつ
いて、当時の思い出をインタビューし、
DVD 映像にて収録。

最初、出版社ではシンポジウムを記録した本は売れない
との判断だった。学術的な内容にするには深度がなく、読

約 55 分に編集した。
また、本文内容は、DVD 映像で収録・編集したもの以外

み物とするには堅いということであろう。そのハンデを乗

のすべての取材会話も収録。当時の貴重な実体験の記録と

り越えたのは、実際に大阪万博に携わった方々の貴重な生

なった。

の声だった。実際に、映像インタビューした３人の方々に

おなじく、第２部の学内外のパネリストのシンポジウム

は貴重な話や裏話も聞けた。ただ。それを記録本としてま

を記録、編集し、記事とした。シンポジウムは、総合大学

とめる際には多大な編集作業がいる。脚注や付録の年表を

である大阪大学の各学部からパネリストを選び、また、大

付けるなどの努力をしたが、今後、シンポジウムの記録本

阪万博について各界の識者を学外パネリストとして起用。

を作ろうとするなら、シンポジウム時点で編集者の参加な

さまざまな角度から大阪万博に対して検証がなされた。シ

り、本のことを考えた仕掛けが必要であると考える。

ンポジウムに参加された鷲田前総長以下 10 人のパネリス
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付録おもて

付録うら
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社会に開かれた大学として本学の各学部・研究科、センター、総合学術博物館、附属病院などが主催するイベン
ト、公開講座など多彩な社学連携事業（講演会、講座、シンポジウム、ワークショップ、カフェなど）の開催情
報を集約し、内容や日時・場所、申込窓口の情報をお知らせするポータルサイト（情報の玄関口）として開設し
ている。その他、本学の社学連携事業関連ニュースや、21 世紀懐徳堂の事業概要・アクセスなどを紹介するペー
ジも設けている。

（中西 祥子）

2011 年度

2010 年度

全体

月平均

全体

月平均

訪問者数

45,261

約 4,115

29,840

約 3,730

ユーザー数

26,619

約 2,420

17,901

約 2,237

150,311

約 13,665

116,690

約 14,586

ページビュー数

2010 年度：2010 年 6 月 18 日〜2011 年 3 月 1 日
2011 年度：2011 年 4 月 1 日〜2012 年 3 月 1 日

[サイトマップ]
・ホーム
・イベント情報
−開催中／これからのイベント
−カテゴリ別

−終了したイベント

文化・芸術／語学／医療・健康／科学・技術／社会・政治・法律／
教育・学校／スポーツ／その他

・ニュース
・21 世紀懐徳堂とは
・学内の方へ（社学連携事業支援の利用方法）
・アクセスマップ
・このサイトについて
・サイトご利用にあたって
・個人情報保護方針
・お問い合わせ

トップページ

成果

課題

昨年度はイベント情報投稿元の部局に若干の偏りがあっ

参照元としては、昨年度は大阪大学公式ホームページか

たが、今年度はより多くの部局から投稿があった。主催事

らが 50％を占めていたが、同ページのバナーが消えテキス

業についても、今まで WEB では情報公開をしていなかった

トリンクのみになったことにより今年度は 25％に下がった。

事業についても、新たにページを作成した。

その一方、昨年度は 30％ほどであった検索エンジンからの

また、訪問のきっかけとなる検索用語については、
「アカ

閲覧が 40％に増加した。検索ワードは「21 世紀懐徳堂」が

デミクッキング」、
「Handai-Asahi」等主催イベント名や「石

最も多く、知名度が徐々に上がってきたと思われるものの、

蔵文信」、「小倉明彦」等おなじみの講師名が増加したこと

やはり大学公式ページからのリンクがわかりづらいのは問

から、主催行事の知名度が上がっていることが伺えた。さ

題である。今年度は積極的にニュース記事の更新件数を増

らに、ツイッターとフェイスブックからのリンクも見られ

やしたが、月平均ページビュー数はむしろ減っており、ペ

るようになり、関係者が関連事業を SNS で紹介するなどの

ージ内の回遊性が減っていると思われる。

協力を得られている。

より見やすく、興味を引く内容を工夫し、開かれた大学
としての情報公開に貢献することを目指す。
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■イベント情報
21 世紀懐徳堂ホームページでは、大阪大学の学部・研究

また、イベントは、カテゴリーやキーワードで検索できる

科や研究所・センター等が公開している様々な催しのうち、

ほか、カレンダーで日時指定し絞り込むなど多数の検索手

一般市民の方を対象に含んだイベントを公開している。

段を用意している。

これらの情報は、大阪大学ポータルの「セミナー、シンポ

2011 年 4 月〜2012 年 3 月に公開したイベント情報は 178
件にのぼる。

ジウム情報」より送信される。
イベント情報はカテゴリー、日時、会場、定員、主催・
後援等、問合せ先及び申込先がリストで表示されるので、
内容を把握しやすくなっている。

イベント情報一覧ページ

個別のイベント情報詳細ページ
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★新規掲載部局

■イベント情報更新の内訳(2011.4.1〜2012.3.1)
主催（共同主催を含む）

主なイベント

件数

21 世紀懐徳堂講座(2)、アカデミクッキング(11)、
Handai-Asahi 中之島塾(4)、植物探検隊(2)、i-spot 講座(2)、

21 世紀懐徳堂

大阪大学・大阪音大ジョイント企画(2)

27

その他シンポジウムイベント等(4)
研究推進部大型研究教育プロジェクト支援事務室

ラボカフェのサイエンスカフェ

6
11

文学研究科

公開研究会、ワークショップ

人間科学研究科

特別講演会

1

★法学研究科

公開講義

2

経済学研究科

公開授業、講演会

2

理学研究科

講演会、公開シンポジウム・セミナー

5

医学系研究科

公開セミナー、市民フォーラム

5

★歯学研究科

市民フォーラム、市民公開講座

2

薬学研究科

公開講座

1

工学研究科

サステイナビリティカフェ、シンポジウム、サマーセミナー

基礎工学研究科

交流会、講演会

2

言語文化研究科

記念講演会

1

国際公共政策研究科

特別講演会、OSIPP 政策フォーラム、特別講演会

5

★生命機能研究科

特別サテライト企画

1

★高等司法研究科

公開講義

3

総合学術博物館

サイエンスカフェ＠待兼山、博物館企画展

9

コミュニケーションデザイン・センター

ラボカフェ、オレンジカフェ、知デリ、白熱教室

5

★附属図書館

企画展

2

★学生部・学生団体

夏祭り、ビブリオバトル、発表会

7

グローバルコラボレーション・センター

GLOCOL セミナー、シンポジウム

23

世界言語研究センター

特別講義、公開セミナー

4

知的財産センター

知的財産フォーラム、シンポジウム

5

産業科学研究所

ものづくり教室・ナノテク理科教室

2

蛋白質研究所

サイエンスカフェ、特別公開講座

3

社会経済研究所

行動経済学研究センターシンポジウム

1

★科学機器リノベーションセンター

機器講習会、事業報告会

2

産学連携本部

コンテスト、ビジネスマッチングフェア

3

バンコク教育研究センター

公開講演会

1

★免疫学フロンティア研究センター

サイエンスカフェ

2

(財)懐徳堂記念会

懐徳堂古典講座、秋期講座

3

★適塾記念センター

記念講演会

1

学内その他

ワークショップ、公開シンポジウム、公開講演会等

学部・研究科

附置研究所

104
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■ニュース

■その他

ニュース記事は 2011 年 4 月〜2012 年 3 月で 45 件更新
している。

21 世紀懐徳堂ホームページ内に、
「大阪大学 21 世紀懐徳
堂東日本大震災プロジェクト SQALF」ページ（4-1.にて前

主なトピックは 21 世紀懐徳堂の一般公開講座やシンポ

述）
、共催イベント「イシバシ・ハンダイ映画祭」の公式ペ

ジ

ージを設置している。イシバシ・ハンダイ映画祭ページで

ウム、イベント等の受付開始告知・開催情報と、「21 世紀

は、映画祭実施概要と作品募集要項・応募方法の記載、チ

懐徳堂だより」の発行となっている。また、今年度は 21 世

ラシのダウンロード、エントリー作品の紹介、授賞式の関

紀懐徳堂主催行事の様子をスタッフのレポートで、イベン

連イベント情報と上映作品が閲覧可能な YouTube の情報

トに参加できなかった方や興味をもった方にも講座のイメ

を提供している。

ージを知ってもらうための事後報告を公開した。そのほか、

また、箕面市との連携事業「まちのラジオ（大阪大学社

箕面 FM「タッキー816」での大阪大学社学連携事業番組の

学連携事業番組」」の告知ページを作成し、これまでの放送

ラジオ放送や、イシバシ・ハンダイ映画祭の関連情報、関

内容と収録風景の写真、今後の放送日をお知らせしている。

連イベントの書籍刊行、テレビ紹介がされる際の情報も更
新している。

個別のニュース記事詳細ページ

ニュース記事一覧ページ
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大阪大学 21 世紀懐徳堂が主催、共催、協力する公開講座、また大阪大学各部局が主催、共催する公開講座情報を
学外学内に告知するフリーペーパー。8,000〜12,000 部発行。講座レポートや人気講師の紹介など、読み物ページ
も展開する。

（沢村 有生）

・対象／学外、学内
・発行日／vol.4＝2011 年 5 月 2 日、vol.5＝6 月 30 日、vol.6＝9 月 5 日、vol.7＝11 月 28 日
・部数／8,000〜12,000 部
・サイズ／A3 変形
・色／カラー
・配布先／学外＝大阪科学記者クラブ、報道機関、タウン誌、関西経済連合会、関西経済同友会、
大阪商工会議所、地方公共団体、近畿各府県公共施設、博物館・美術館、図書館、
生涯学習センター、大阪 21 世紀協会、近畿地区国公立私立大学、モノレール 2 駅、
石橋商店街、公開講座受講生、各種イベントで配布、その他
学内＝本部事務機構、各部長・室長、各部局および各部局同窓会事務局、総合学術博物館、
吹田・豊中・箕面学生センター、吹田・豊中・箕面図書館、中之島センター、適塾
・発行頻度／年 4 回
・発行開始時期／2009 年 11 月

成果
複数の講座シリーズをまとめて告知することにより、21
世紀懐徳堂の公開講座事業の厚みを見せることができた。
6 月 30 日に発行した vol.5 は新しい試みとして、小学生
から高校生を対象にした夏休みの公開講座特集とした。
各部局から広く情報収集したことで、21 世紀懐徳堂の広
報支援活動を学内に具体的に示すことができた。

課題
読み物ページをより充実させたい。開講結果の報告だけ
ではなく、講義内容のダイジェストや講師によるエッセイ
など読み物としての充実を図りたい。21 世紀懐徳堂スタッ
フは編集者となり、登壇の講師や受講生、学生レポーター
に書き手を求めることも考えられる。
配布先拡充、季刊から隔月発行へ発行頻度増加、ページ
数の増大など、よりパワーアップさせたい。
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西梅田 阪神
梅田

阪神福島

「フードマイレージから考える、地球にやさしい食」

専門分野の講義とそれにちなんだ料理実習を通して実践

年代。当時と 40 年後の現在を比較することで見えてきた

的に教養を深める公開講座「アカデミクッキング」シリーズ。

のは、便利で豊かで幸せな生活を目指して頑張ってきた日

第 4 回を 1 月 15 日、大阪ガスクッキングスクール千里にて、

本人が次に考えるべき重要なテーマのひとつに、環境問題

環境と社会を考える親子参加型講座として開講しました。

があるということ。
「正解ではないけれど、間違いじゃないことが世の中に

ドマイレージから、日常生活の買い物の中に隠れている「環

はたくさんあります。例えば環境についても、あれはダメ

境負荷」を実感してもらうのが今回の学習の目的です。

これもダメと決めつけるとせっかくの取り組みも長続きし
ません。今日は荷物が重たくなりそうだし、寒いからクル
マで買い物へ行こうなど、環境に負荷をかけてしまう選択

交通手段を記入したワークシートを提出。受講生たちがキッ

も、していいんです。けれどそんな時も、考えた上での行

チンで料理する間に、講師の工学研究科松村暢彦准教授が

動であるとの意識がほしいです。
私たちの生活はいろんな人を通じて世界とつながってい
ます。誰ひとりとして自分だけでは生きていません。だか

で胡椒を挽いたり白ワインやローリエでの風味付けは初め

らこそ、みなさんにはものごとをいろいろな面から考えて、

てという小学生たちは「シェフになったみたい！」と、クッ

判断し行動できる人になってもらいたいのです」と、講義

キングスクールの本格レシピに目を輝かせました。できあ

のシメに小学生受講生に向けて、松村准教授は熱く語りか

がったシチューなどを楽しく試食した後は、松村准教授の

けました。保護者からは、「子どもと一緒に考える機会が

講義に移ります。

できてよかった」「実際に作って食べるという行動と合わ

大阪万博が開催され、ファーストフードやコンビニが開
店し、現在のライフスタイルがかたちづくられ始めた 1970

さると、考え方も身につきやすいと思った」などの感想が
寄せられました。

（21 世紀懐徳堂）

●
朝日新聞

島
之
大阪大学
中
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中之島センター
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ロイヤルホテル

大江橋
なにわ
橋
● フェス
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ティバル 大阪 ● 中央公会堂
ホール
市役所 中之島
図書館
淀屋橋
肥後橋
北浜
淀屋橋

odona 内
アイ・スポット

■Handai-Asahi 中之島塾

会場／大阪大学中之島センター
大阪市北区中之島 4-3-53

TEL. 06-6444-2100

■ JR 東西線 新福島駅 徒歩約 9 分
■ JR 環状線 福島駅 徒歩約 12 分
■ 阪神本線 福島駅 徒歩約 9 分
■ 地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 徒歩約 10 分
■ 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩約 16 分
■ 京阪中之島線 渡辺橋駅または中之島駅 徒歩約 5 分

■大阪・京都文化講座

会場／立命館大阪キャンパス
大阪市北区小松原町 2-4 大阪富国生命ビル 5F
TEL.06-6360-4895
■ 大阪・梅田各駅から徒歩 3〜5 分

■ラボカフェ

会場／なにわ橋駅内アートエリア B1
■ 京阪中之島線 なにわ橋駅 地下 1 階コンコース
■ 京阪本線 淀屋橋駅または北浜駅から徒歩約 5 分
■ 地下鉄 淀屋橋駅または北浜駅から徒歩約 5 分
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■大阪大学 × 大阪ガス アカデミクッキング

会場／大阪ガスクッキングスクール千里
豊中市新千里東町 1-3-141（せんちゅう PAL 1F 北）
TEL. 06-6871-8561
■ 北大阪急行 千里中央駅 北端階段を上がる
■ 大阪モノレール千里中央駅 徒歩約 3 分

「21 世紀の懐徳堂プロジェクト〜中之島に文化の力を！」
（財）大阪 21 世紀協会、大阪市、大阪大学 21 世紀懐徳堂、140B
〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1 番 1 号

大阪キャッスルホテル 4 階

● すべてのお問い合わせは ●

〒560-0043

大阪府豊中市待兼山町 1-13

大阪大学会館 1F（豊中キャンパス）
大阪大学 21 世紀懐徳堂

検索

http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/

堂スペースに関するちょっとした自慢を 3 つご紹介します！

1

社学連携活動用のスタジオとギャラリーがあります。

大学としては珍しい本格的な音響・照明設備を備えた「ス
タジオ」と、社学連携活動の情報窓口であり展示などにも
使える「ギャラリー」。本学の研究者が公開型の講座やワー
クショップ、社学連携に関する授業などに活用しています。

2

登録有形文化財の中にあります。

21 世紀懐徳堂が拠点を構え
る大阪大学会館の前身は、1928
（昭和 3）年に建てられた旧制
の府立浪速高等学校の本館。戦
後の学制変更をきっかけに大阪
大 学 に 移 管 さ れ、2010（平 成
22）年 7 月まで、全学共通教育機構（旧教養部）本館として
利用されてきました。2004 年には国の登録有形文化財に指
定された歴史ある建物です。昨年秋、戦前や戦中に天皇、皇
后の御真影（写真）や教育勅語を納めていた「奉安庫」とみ
られる遺構が発見されたことでも話題になりました。

3

すぐお隣りは、里山です。

窓から見えるのは、古くは歌枕ともなった待兼山。今も
貴重な里山の自然が残っています。研究者と一緒にこの山
の植物を観察する 21 世
紀懐徳堂主催の公開講
座「植 物 探 検 隊＠待 兼
山 を 訪 ね て」は、毎 回
大好評です。

社学連携事業への参加・情報収集、文化財見学、里山散策…。
新しくなった大阪大学 21 世紀懐徳堂（豊中キャンパス）へ、
お気軽にお越しください！
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会館（旧イ号館）に移転しました。ここでは、21 世紀懐徳
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食品の「生産地から食卓までの距離 × 重さ」で算出するフー

家で料理の手伝いをしたことはあっても、ペッパーミル

なにわ橋駅内
アートエリア B1

朝日放送
●

おいしいシチューはどこからきたの？

親子チームごとのフードマイレージを計算します。

北新地

新福島

講師／大阪大学大学院工学研究科 松村暢彦准教授

受講生はシチューの食材（にんじん、じゃがいも、たま

東梅田

2011 年 3 月末、21 世紀懐徳堂は耐震改修工事後の大阪大学
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■武将たちの医療
内野 花

朝日カルチャーセンター

■からだとあたまの鍛え方 part3

（大阪大学 CSCD 特任講師）

〜“人生の質” の本当の意味とは？

大阪・京都文化講座

前期

●会場／大阪富国生命ビル 5F 立命館大阪キャンパス（梅田各駅徒歩 3〜5 分）
●受講料／ 1 回 2,000 円（7 回以上一括申込の場合 13,000 円）

立命館大学文学部・立命館大阪オフィスとの共催講座。
共通テーマで大阪と京都を掘り下げます。
今回は「文彩」をキーワードに、上方文化の真髄に迫ります。

TEL.06-6222-5224

■脳のはたらきと記憶のしくみ
小倉明彦

●定員／各 98 名（随時受付中です。定員になり次第、締め切ります）

大坂・京の文彩（いろどり）
ー文学が織りなす二都のすがたー

（大阪大学大学院生命機能研究科教授）

申込方法についても、こちらまでお問い合わせください。

■幕末・明治期の漢文学と

■森鷗外と＜京都＞

京・大坂の詩人たち

−『高瀬舟』の世界−

5 月 14 日（土）10:30〜12:00

七五三木聡

5 月 21 日（土）10:30〜12:00

7 月 30 日（土）10:30〜12:00

9 月 10 日（土）13:30〜15:00

■近畿のことばが地方に広まる

5 月 30 日（月）14:00〜15:40

6 月 20 日（月）14:00〜15:40

受講料 3,150 円（全 2 回）

8 月 6 日（土）10:30〜12:00

受講料 3,150 円（全 2 回）

彦坂佳宣

幕末・明治期の漢文学の世界では、永井荷風『下

森鷗外 『高瀬舟』 の中で描かれる罪人喜助と同心

受講料 3,150 円（全 2 回）

「脳みそ」 といいますが、 脳は味噌ではありません。

谷叢話』に描かれた江戸・東京の漢詩人が有名で

羽田庄兵衛との舟内での会話を通して、 これまでよく

これまでの講義を通して、①“からだ”と“あたま”

膨大な数の神経細胞が精緻なネットワークを作って、

ある。しかし、この時期の漢詩の新たな潮流は、京・

指摘されている < 安楽死 > と < 欲望 > の問題だけで

を鍛えることが、単純に“人生の質”を高めるこ

情報を処理しています。 脳のはたらきの一例として、

大坂の詩壇にその源がある。個性豊かな詩人たち

はない、 この作品の魅力を新しい視点や資料等を交

麻疹や落馬（？）が原因と考えられる、あのお方も！

とにはならないこと、②自分のことをわかっている

記憶のしくみを取りあげて解説します。 １回目は、 現

方言の推量「行くベシ」
「行くロー」などはこれです。

の事跡と作品を紹介し、その魅力を探る。

えて提示できればと考えています。

ドラマではお殿様が病気になると紫色の鉢巻きを

つもりだったのに、実はそうでなかったというこ

時点でわかっていること （結構わかっています ： たと

この伝播の様子を今日の模様の『方言文法全国地

していますが、あの鉢巻きに何の意味があるのか、

と、③それをわかることが、自分自身だけでなく他

えば、 記憶力のよいズミも悪いネズミも人工的に作り

図』を使い、古典語と比較しながらお話しします。

■都文学名所図会

■近代文学が捉えた

戦国大名や将軍はみんな戦場で散っていった、そ
う思ってらっしゃいませんか？

実は、病気や怪

我が原因で亡くなった武将も少なからず。中には、

ご存じですか？本講座では、頼朝や家康、綱吉など、

（大阪大学大学院医学系研究科准教授）

9 月 3 日（土）13:30〜15:00

者や社会を理解する第一歩であるということをお

出せます）について説明します。 ２回目は、まだわかっ

有名な武将の最期をはじめ、日本の古代から近世

話してきました。part3 では、“自分をわかる”を

ていないこと （結構わかっていません ： たとえば、 即

までの医療風俗についても見ていきます。

さらに深めます。“からだ”、“あたま”、“こころ”

時に成立した記憶を、 何日・何年もつづく記憶に変換 ・

の関係性を理解していく中で、“自分とはどのよう

■これからの医療の新展開、
全人的統合医療を目指して
伊藤壽記

（大阪大学大学院医学系研究科教授）

6 月 11 日（土）10:30〜12:00

6 月 27 日（月）14:00〜15:40

な存在であるのか”、そして、“人生の質の本当の

仮説を立てます。 なお、 内容は昨年 12 月の同講師

5 月 16 日（月）14:00〜15:40

江戸時代、 伝説は、 視覚的には強烈な影響力を持

日本近代文学に取り込まれた大阪・京都のイメー

意味とは何なのか”を考えていきます。（※講義の

の講義と重複しますので、 初めての方の受講を優先

今日でも「すみよっさん」と親しまれる大阪の住

つ浮世絵の中でも独自にイメージが形成されてきてお

ジは明らかに大きな差異がある。また、それぞれ

はじめにこれまでのおさらいをしますので、今回

します。

吉大社は、平安時代の文学にもしばしば登場する

り、 文学作品や演劇と相互に影響しあいながら、 史

の地を活動基盤とする作家と、＜外来＞作家の場合

など、古い歴史をもっています。平安時代の文学

実とは異なる近世的な解釈を作り上げていきました。

によっても違いがある。さらに、それぞれの地と

と住吉との関わりを概観した上で、源氏物語にお

本講座では、 こうした伝説の内、 京都を舞台にした

東京を対比することによって、両者の特色が浮か

ける住吉とはどのような存在であったのかについ

いくつか作品を取り上げ、 文学的な 「名所図会」 と

び上がることもある。漱石・谷崎・鏡花・川端・

てお話ししたいと思います。

してお示ししていきます。

織田作・田辺聖子・宮本輝など、出来るだけ多く

初めて受講される方にも理解いただける構成です）

8 月 20 日（土）13:30〜15:00

慢性疾患である生活習慣病に対しては限界があり、

受講料 1,575 円

いて解説します。

■古代語の謎を解く
蜂矢真郷

（大阪大学名誉教授・中部大学教授）

6 月 13 日（月）14:00〜15:40

古 書 店 で 入 手 し た ３ 冊 の 写 本 に は、天 保 15 年

冷泉家を破門された歌人小澤蘆庵に弟子入りし、 本

分かりにくいところに迫る時には謎解きのような

いるために、人間の一生というような時間幅では

（1844）の春、江戸浅草を発ち京・大坂を経て丹波

居宣長の 『古事記伝』 の天覧を仲介し、 文人上田

おもしろさが、その由来に迫る時にはルーツを探

その変化を実感することは難しいかと思われます。

国に帰る道中が旅情豊かに記されていました。紹

秋成とも対面するなど、 皇族としては異例のふるまい

るようなおもしろさがあるでしょう。とりあげる

しかし、時間幅をもっと長くとってみると変化し

介を兼ねて、江戸の旅を追体験してみましょう。

をした妙法院宮真仁法親王 (1768 ～ 1805) とその周

ことばは毎回変わります。

ていることが理解できます。このような変化につ

ゆるりと参ろう、京・大坂へ。

囲の人々の文芸活動を紹介し、 その意味を考えます。

いて、
「全然」の用法、
「やおら」の用法、
「あたらし」

■海と貿易がつくった日本史

と「あらた」の関係、また、「はなぢ」「みかづき」

〜最新の歴史教育から〜
（大阪大学大学院文学研究科教授）

歴史教育のありかたについて議論が続いています
が、困るのは大人たちが自分の受けた教育内容が

ことばは毎回変わります。

変わっていないという前提で議論すること。今の

ことばは死んだも同然です。古くからある表現が
新しい表現にとってかわられようとしている状況、

意味は？ いろんな側面から「日本語の今」を観察
しましょう。

■ビブリオバトル
「喫茶大阪大学」

ラボカフェ

会社帰りにちょこっと寄り道。

●定員／各回により異なります。（当日先着順） ●会場／アートエリア B1

参加者が自由な議論を行う対話型プログラムです。

TEL.06-6850-6632

■シアターカフェ

■中之島哲学コレージュ／

●お問合せ／大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
cscd@oﬃce.osaka-u.ac.jp

■プロジェクト・ミーティング

哲学カフェ「震災について、 「大阪に、中之島に必要な美

「『異邦人』を語る」

5 月 4 日（水）13:30-16:00

5 月 10 日（火）19:00-21:00

今私たちが考えたいこと」

術館を考える 3 ／市民参加

習っているでしょうか。例として、中世～近世の

学生が主体となり阪大で毎月行われ

シアターカフェは、舞台芸術にまつ

日本列島の歴史を取り上げましょう。「島国である

ている、スポーツのような書評会「ビ

わるカフェです。今回のテーマは京

5 月 11 日（水）19:00-21:00

とは？」

日本は四方を海に囲まれているため安全な半面で

ブリオバトル」を中之島まつりで開

都舞台芸術協会がプロデュースする

東日本を未曾有の災害が襲ってから

5 月 17 日（火）19:00-21:00

催。プレゼンターが一人５分間で、

演劇作品『異邦人』。ゲストに企画

2 ヶ月。多くの方が今回の災害に心

「大阪に、中之島に必要な美術館を考え

大阪にまつわるお薦め本について語

を手がけている、ごまのはえ氏を招

を痛め、被災地のみなさんの支援と

る」の 3 回目は、“美術館の市民参画と

ります。大阪大学の教授がお薦めす

聘。テキストの取り上げ方から、愛

復興のために行動をしています。み

は”をテーマに対話を深めます。市民

る本を紹介するブースもあり、出入

知ツアーの狙いなどもお話します。

なさんがどんなことを感じ、考えた

参加の意義。どんな人が参加するのか。

り自由のワークショップも常時開催

ゲスト／ごまのはえ（京都舞台芸術

のか、これから他の人たちとどんな

イメージや仕組みづくり。アート NPO

しています。お気軽にお越し下さい。

協会）、司会／大橋敦史（NPO 法人フ

ことを一緒に考えていきたいか、様々

の可能性など。少人数のグループディ

カフェマスター／小林傳司（大阪大

リンジシアタープロジェクト）、カ

なお声を伺う場を設けます。
「考える

スカッションを通じて、ザックバラン

学 CSCD 教員）、矢引達教、水原未奈、

フェマスター／蓮行（大阪大学 CSCD

だけでなく、行動を」というご意見

に語り合います。ゲスト／菅谷富夫（大

鋤 納 有 実 子（大 阪 大 学 大 学 院 生 ／

教員）。定員約 30 名。当日先着順。

も歓迎します。進行／高橋綾（カフェ

阪市立近代美術館建設準備室研究副主

フィロ）
、カフェマスター／本間直樹

幹）、カフェマスター／木ノ下智恵子、

（大阪大学 CSCD 教員）
、共催／カフェ

久保田テツ（大阪大学 CSCD 教員）、共

孤立していた」「そのため島国根性が生まれ、鎖国
などに結びついた」という説明は今でも教えられ
ているでしょうか。元寇とは何だったか、鎖国は
何をもたらしたかなど、21 世紀に生きる「わかる
歴史・面白い歴史・役に立つ歴史」の最先端をご
紹介します。

も可。
らのお申込み

ネットか

けずっている状況、これを「ゆれ」と呼びます。
「熊」
って正式な日本語？「情けは人のためならず」の

観察してみましょう。

生徒たちも、共通一次試験世代までと同じ内容を

在来の表現と新参の表現が存在をかけてしのぎを
のアクセントは？「見れる」は正しい？「今一」

のような「ぢ」「づ」の表記と発音などを例にして

9 月 10 日（土）10:30〜12:00

るようなおもしろさがあるでしょう。とりあげる

ことばはたえず変化しています。変化をやめるとき、

（大阪大学大学院文学研究科教授）

5 月 23 日（月）14:00〜15:40

受講料 3,150 円（全 2 回）

受講料 1,575 円

―異色の親王とその周囲の人々―
飯倉洋一

とばは、かなり長い時間をかけて徐々に変化して

おもしろさが、その由来に迫る時にはルーツを探

6 月 24 日（金）13:30〜15:00

中西健治

（立命館大学文学部教授）

か認めたくないという気持ちもあるでしょう。こ

分かりにくいところに迫る時には謎解きのような

（大阪大学大学院言語文化研究科教授）

―京・大坂周辺を読む―

る立場から、いろんな語の表すところに迫ります。

9 月 3 日（土）10:30〜12:00

小矢野哲夫

■妙法院宮文芸サロン

■天保 15 年の紀行文

時間がたてば事物が変化するのは当然だと考えら

大

懐徳堂
阪大学 21 世紀

（大阪大学大学院文学研究科教授）

の作家・作品を見渡したい。

立ちや由来を考えます。国語学の語構成を研究す

がら現代でも用いられるものを中心に、語の成り

〜ことばのゆれ〜

（大阪大学大学院言語文化研究科教授）

9 日（金）13:30〜15:00

れます。しかし、ことばの変化についてはなかな

古代のことばについて、形や意味を変えたりしな

■おもしろ日本語学

小矢野哲夫

（大阪大学大学院文学研究科教授）

出原隆俊

（立命館大学文学部教授）

がら現代でも用いられるものを中心に、語の成り

桃木至朗

る立場から、いろんな語の表すところに迫ります。

〜ことばの変化〜

受講料 1,575 円

古代のことばについて、形や意味を変えたりしな

受講料 1,575 円

立ちや由来を考えます。国語学の語構成を研究す

■おもしろ日本語学

9月

（大阪大学名誉教授・中部大学教授）

6 月 18 日（土）13:30〜15:00

大阪・京都イメージ

6 月 6 日（月）14:00〜15:40

現代西洋医学は急性疾患には威力を発揮しますが、

はこれからの医療の新展開としての統合医療につ

ー浮世絵に描かれた文学ー

（立命館大学文学部教授）

加藤洋介

蜂矢真郷

という新たな領域が台頭してきました。本講義で

ばが各地に広まっていった結果です。例えば地域

瀧本和成

保存するしくみは、 ほとんど謎のままです） について、

受講料 3,150 円（全 2 回）

有機的に融合させた、理想的で全人的な統合医療

全国の日本語は、中央語であった近畿地方のこと

（大阪大学大学院文学研究科講師）

赤間 亮

■古代語の謎を解く

います。近年、補完代替医療（CAM）を現代医療と

5 月 9 日（月）14:00〜15:40

合山林太郎

■源氏物語と住吉

6 月 25 日（土）10:30〜12:00

患者さんはその活路を他の領域に見出そうとして

（立命館大学文学部教授）

検索

Scienthrough）。企画運営／ Scienthrough。
定員約 30 名。当日先着順。入退場

※Handai-Asahi 中之島塾 7〜9 月の講座は、
5 月 26 日から受付を開始します。

自由。

は

スケジュール
●6 月以降の
します。
随時 HP に掲載

SCD
ラボカフェ C

検索

料理が開く、学問のトビラ。
大阪大学×大阪ガス

フィロ。定員約 50 名。当日先着順。

催／大阪市立近代美術館建設準備室。

入退場自由。

定員約 30 名。当日先着順。入退場自由。

■歯医者さんとカフェ
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●定員／各回により異なる ●会場／大阪ガスクッキングスクー
ル千里 ●お申込み／開講日の前月 7 日から web 先行受付開始。
http://www.og-cookingschool.com/
電話での受付等、詳細
はお問い合わせください。 大阪ガスクッキングスクール千里
TEL. 06-6871-8561（9:00 〜 17:30 月・祝・そ の 他 指 定 日 除 く） ●講 座
内容のお問合せ／大阪大学 21 世紀懐徳堂 TEL.06-6850-6443

■“エキゾティック” とは何だったのか
〜オペラとタジン料理とともに
山田高誌 （大阪大学大学院文学研究科助教）
講習費／ 1,500 円
6 月 22 日（水）18:30〜21:00
対象／一般

定員／ 24 名（申込多数の場合は抽選）

課題料理／モロッコ風料理（タジン料理、クスクス、サラダ、ミントティ）
中世末期以降、 海上貿易によって、 ヨーロッパにはスパイスやお茶、 コーヒー、 陶磁
器などがもたらされていきます。 ヨーロッパの人々は、 こうした 「東方」 の 「物品」 に
夢中になっただけでなく、 「音楽」 「物語」 「衣装図録」 といった 「情報」 によって想像
力を掻き立てられ、 三次元での異国風俗の “妄想” を楽しむ、 エキゾティシズムが登
場し始めます。 この講義では、 当時の人々の趣味嗜好をよく反映している 18 世紀オ
ペラを素材に、 彼らが 「東方」 に対して抱いた羨望と恐れ、 あるいは野蛮と理想といっ
た視線を明らかにします。 タジン鍋を使ったモロッコ料理実習で、 「東方」 の一部であっ
たマグレブ文化にも実際に触れてみましょう。

■ドクター石蔵の男のええ加減料理講座
〜中年男性こそオシャレを意識して、脱メタボ！
石蔵文信 （大阪大学大学院医学系研究科准教授）
講習費／ 1,500 円
7 月 28 日（木）18:30〜21:00
対象／男性限定（一度も料理をしたことのない方、若い方も大歓迎！）
定員／ 24 名（申込多数の場合は抽選）
課題料理／一人用土鍋でつくる野菜たっぷり中華丼
日本人男性のメタボリック症候群の腹囲は 85cm が基準です。 あなたはこれを厳しいと
感じますか？医学的にどうこういう話はここではさておき、 この数字はファッションの視
点では非常に重要なターニングポイント、 「思い通りの着こなしができる限界サイズ」 を
示しています。 85cm を境に、 履けるズボンがおじさん対象のデザインに限られてしま
う現実があるのです。 体にしっくり馴染むスマートな着こなしをしているビジネスマンは、
いい仕事をしている印象を与えます。 「健康のためのダイエット」 にくじけたあなたにこ
そ、 「デキる男を目指してのダイエット」 にチャレンジしてほしいのです。 講義では、
生き生きと輝く積極的な男になるための、 意識改革をレクチャーします。

費
参加
無料
■鉄道カフェ

「どうするの？上手な歯みがき」 「鉄道とスイーツ」
5 月 18 日（水）19:00-20:30

アカデミクッキング

大阪ガスとの共同講座。知的好奇心を刺激する専門分野の講義の後、講
義にちなんだ料理をつくる、従来にない切り口の公開講座。学問するこ
との面白さを実感していただく試みです。

●お申込み・お問合せ／立命館大阪オフィス TEL.06-6360-4895

世紀懐徳堂は︑市民と大阪大学をつなぐ情報や活動の窓口です︒

朝日カルチャーセンターとの共同講座。入会金は不要です。
大阪大学の第 4 キャンパス、大阪大学中之島センターで開講します。
知識を吸収しながら問題を発見し考察する力も養います。

2011 年度 立命館大阪プロムナードセミナー

●定員／各講座により異なります。
随時受付中ですのでお問い合わせください。
●会場／大阪大学中之島センター
●お申込み・お問合せ／

大阪大学

学ぶとは。考えるとは。

評
大好 ズ
ー
シリ

■アートカフェ

■中之島哲学コレージュ／

「笑いについて」

セミナー「自閉症スペクト

5 月 24 日（火）19:00-21:00

5 月 25 日（水）19:00-21:00

ラム障害とのつきあい方？」

「歯医者さんとカフェ」の第３回は、

我こそは！という鉄道ファンから、

アーティストの作品をはじめとし

上手な歯みがきについて話しましょ

全くの初心者まで、幅広い層が参加

て、さまざまな表現をみながら参加

5 月 27 日（金）19:00-21:00

う。わかっているようで、ほんとは

する鉄道カフェ。今回は、鉄道界隈

者と対話を交わす「アートカフェ」。

よく知らない歯みがきのコツを歯科

を華やかに彩る？スイーツをテーマ

今回は、東京芸術大学の大学院を卒

衛生士さんと一緒に考えてみましょ

に進めたいと思います。既存の鉄道

業したばかりの呉弦佑さんの映像作

う。ゲスト／津雲孝子（文元歯科医

× スイーツの紹介から「こんな鉄道

品『笑いについて』を鑑賞した後、

院・歯科衛生士）、カフェマスター

スイーツがあったらいいのに」をみ

みなさんと共に「笑いとは」をテー

／西川勝（大阪大学 CSCD 教員）、協

なさんで話し合ってみましょう。是

マにお話したいと思います。カフェ

力／関西ウェルビーイングクラブ。

非ご参加ください。カフェマスター

マスター／西川勝、久保田テツ、木

定員約 30 名。当日先着順。入退場

／久保田テツ、木ノ下智恵子（大阪

ノ下智恵子（大阪大学 CSCD 教員）。

自由。

大学 CSCD 教員）。定員約 30 名。当

定員約 30 名。当日先着順。入退場

日先着順。入退場自由。

自由。

●主催／アートエリア B1【大阪大学 +NPO 法人ダンスボックス + 京阪電気鉄道 ( 株 )】 ●共催／大阪大学 21 世紀懐
徳堂 ●企画制作／大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）
、NPO 法人ダンスボックス ●協力／
NPO 法人 recip［地域文化に関する情報とプロジェクト］

注目を集めている自閉症スペクトラム障
害。そのメカニズムや原因特定の研究が
盛んな一方、治療薬や早期診断の研究も
進んでいる。このような状況下、我々は
いかに自閉症と向き合うべきなのだろう
か？今回は「ケア」や「治療」といった
観点から自閉症との「共生の作法」につ
いて考えたい。ゲスト／竹内慶至（金沢
大学 子どものこころの発達研究センター
特任助教）、進行役／小菅雅行（大阪大学
大学院文学研究科博士後期課程）、カフェ
マスター／本間直樹（大阪大学 CSCD 教員）、
共催／臨床哲学研究室、カフェフィロ。
定員約 50 名。当日先着順。入退場自由。

夢ナビライブ 2011

東南アジアの演劇は演技のほかに、音楽や舞踊などと

■「けち？ 食いしんぼ？ お笑い？」
大阪弁キャラクターの嘘と真実
金水 敏 （大阪大学大学院文学研究科教授）
7 月 12 日（火）12:20 〜 12:50
対象／高校生
受講料／無料
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）
小説、マンガ、アニメなどに出てくる大阪弁をしゃべ
るキャラクターは、しばしば「けち」
「食いしんぼ」
「お
な一種の “きめつけ”＝“ステレオタイプ” が形成され

では仮面や人形の造形、音楽、舞踊、物語について考
察し、東南アジア演劇の特徴とその魅力に迫ります。

口腔内には 500 種以上の細菌が棲息し、デンタルプ

■ネット告発と名誉毀損を手がかりに
法学の世界を覗いてみよう！
鈴木秀美 （大阪大学大学院高等司法研究科教授）
7 月 12 日（火）15:40 〜 16:10
対象／高校生
受講料／無料
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）

を形成しています。口腔バイオフィルムは、虫歯や歯

ブログなどを利用して商品の欠陥など企業の問題点を

■注射器要らず！
皮膚にペタッと貼るワクチン！
中川晋作 （大阪大学大学院薬学研究科教授）
7 月 12 日（火）12:20 〜 12:50
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）
7 月 16 日（土）11:20 〜 11:50
会場／東京ビックサイト 西 3・4 ホール

ネットで告発する場合、本人はそのつもりがなくても、
その企業から名誉毀損だとして訴えられる可能性があ
ります。インターネットによる表現がどのような場合

周病の原因であるとともに、全身の健康にさまざまな
影響を及ぼすことがわかってきました。

■超伝導はフツー？
極限状態の物質をみてみよう
清水克哉 （大阪大学極限量子科学研究センター教授）
7 月 16 日（土）14:40 〜 15:10
対象／高校生
受講料／無料
会場／東京ビックサイト 西 3・4 ホール
超伝導物質は温度を下げると電気抵抗がゼロになって
現象はいまだに我々を魅了し続けています。どのよう

イクロニードル” という二種類のデバイスを利用した

■光を取り戻す医療 ―物が見えるしくみと
目の病気の新しい治療法―
不二門 尚 （大阪大学大学院医学系研究科教授）
7 月 12 日（火）16:30 〜 17:00
対象／高校生
受講料／無料
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）

新規経皮ワクチン製剤の開発を推進しています。この

物を見るためには、目の透明組織を光が通って網膜に

貼るワクチンは、注射のように痛くなく、皮膚にペタッ

像を結ぶまでの物理的な部分と、視神経以降の中枢神

と貼るだけで簡単にワクチン接種ができます。

経系による情報処理の部分の両方が必要です。網膜の

受講料／無料

我々は、“親水性ゲルパッチ” および “皮膚内溶解型マ

今から 2000 年以上前に漢字で書かれた中国の古典は、
現代社会に生きる私たちに、さまざまなメッセージを
発しています。どう生きるのか、何を学ぶのか、どの
ように考えるのか。漢字や古典の特色にも注意しなが

や再生医療で治療できる可能性が出てきました。

な物質が超伝導になるのでしょうか。物質の極限状態
の研究からその答えが見つかるかもしれません。

■ロボットを通じて知る人間の不思議
浅田 稔 （大阪大学大学院工学研究科教授）
7 月 16 日（土）16:20 〜 16:50
対象／高校生
受講料／無料
会場／東京ビックサイト 西 3・4 ホール
人間の知能の発達や仕組みを理解する方法として、脳
科学や発達心理などの分野に加え、ロボットを通じて
人間の不思議に迫る認知発達ロボティクスの分野を紹
介します。胎児期から始まって、5 歳くらいまでの運

■琵琶湖は、大丈夫なのか？
―動態モデルで湖や川の環境を探る―
近藤 明 （大阪大学大学院工学研究科准教授）
7 月 12 日（火）16:30 〜 17:00
対象／高校生
受講料／無料
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）

参加申込みフォームへ必要事項を入力してください。

古より人間活動の重要な拠点である流域の役割が、持

■主催／株式会社フロムページ 後援／文部科学省

動発達から知能発達への仕組みに迫ります。
■申込方法／夢ナビライブ特設サイトの、夢ナビライブ
http://yumenavi.info/live/ 当日の飛び込み参加も可。
■申込・問合先／テレメールカスタマーセンター夢ナビ
ライブ係 Tel.050-8601-0102（受付時間 9:30 ～ 18:00）

続的成長の観点から見直されています。琵琶湖・淀川

ら、これらの問題について考えてみましょう。

流域を対象に、大気の流れ、淀川や琵琶湖の水の流れ、

■東南アジア演劇世界への招待
福岡まどか （大阪大学大学院人間科学研究科准教授）
7 月 12 日（火）14:00 〜 14:30
対象／高校生
受講料／無料
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）

大阪空港

至京都
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京
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淡路

JR 神戸線

門真市

阪神神戸線

大阪（梅田）
福島

京阪中之島線 中之島

渡辺橋

淀屋橋

本町

中ふ頭

北浜 天満橋

京橋
森ノ宮 地下鉄中央線

アイ・スポット

なんば

インテックス
大阪

線

本

阪

京

東梅田

中之島センター

コスモスクエア

JR 環状線

西梅田

至奈良
鶴橋

近鉄奈良線

南港
ポートタウン線

しまいます。100 年前に発見されたフツーでないこの

神経の病気はこれまで難治でしたが、最近は人工網膜

■中国の古典
―漢字で記された人類の英知―
湯浅邦弘 （大阪大学大学院文学研究科教授）
7 月 12 日（火）13:10 〜 13:40
対象／高校生
受講料／無料
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）

阪大病院前

千里中央

ラーク（歯垢）と呼ばれる細菌の巣・バイオフィルム

に名誉毀損になるかを講義します。

対象／高校生

石橋

豊中キャンパス

地下鉄 御堂筋線

た風土と歴史的な背景について考えます。

に加えて人形劇や影絵も見られます。講義ライブの中

7 月 12 日（火）17:20 〜 17:50
対象／高校生
受講料／無料
会場／インテックス大阪 6 号館
（南港中ふ頭）

地下鉄 堺筋線

笑い好き」などの性格が与えられています。このよう

密接に結びつく総合的舞台芸術です。舞踊劇や仮面劇

また大気や河川に排出された汚染物質の挙動を評価で
きるモデルと計算事例を紹介します。

■二大歯科疾患の原因 バイオフィルムとの
終わりなき戦い
恵比須繁之 （大阪大学大学院歯学研究科教授）

■夢ナビライブは「世の中にどんな学問があるのか。
その学問はどんな可能性が秘められているのか。」を
大学の先生方から高校生に教えていただき、高校生に
「この学問を究めたい！」という意思を持って大学に
進学してもらおうと開催している進学イベント。大学
の先生のご研究内容や関連する学問を紹介する「夢ナ
ビ企画」の一環です。

■ 大阪大学

吹田キャンパス

■ 阪急千里線 北千里駅 徒歩約 15〜30 分
■ 大阪モノレール 阪大病院前駅徒歩約 5 〜 15 分
■ 阪急バス
・千里中央発「阪大本部前行」、「茨木美穂ヶ丘行」
・北千里発「阪大医学部病院前行」
阪大医学部前または阪大本部前下車 徒歩約 5 〜 15 分
※千里中央発、北千里経由もあり。
■ 近鉄バス
・阪急茨木市駅発「阪大本部前行」（JR 茨木駅経由）
阪大医学部前または阪大本部前下車 徒歩約 5 〜 15 分

■ 大阪大学

豊中キャンパス

■ 阪急宝塚線 石橋駅（急行停車） 徒歩約 20〜25 分
■ 大阪モノレール 柴原駅 徒歩約 7 〜 15 分

■ 大阪大学
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■まちかねておはこ祭 2011 “ハンダイ参観日”
7 月 10 日（日）13:00 〜 18:00
対象／小中高生を含む一般
参加費／無料
会場／大阪大学会館 （旧イ号館）
（豊中キャンパス）とその周辺

「大阪大学夏まつり」は他の学祭と比べる

まちかねておはこ祭とは地域住民の方と大阪

と、とても国際性豊かであることが特徴。

大学の交流イベントです。石橋名物コンテス

盆踊り、模擬店、ステージ企画（外国語学

ト、世界にひとつの地図作り、風船を使った

部の各専攻語の特色を生かしたパフォーマ

工作、地域の方と大学生がおしゃべりできる

ンス、学内サークルによる発表、学生有志を出場者とするコンテス

カフェなど、お子さんから大人の方まで楽しめるコンテンツ盛りだく

ト等）、展示、チャリティー企画 ( 義援金募金、バザー )

さんでお待ちしております。交流する機会がありそうでなかなかない

など、盛り

だくさんの企画を準備しています。ぜひお越しください！

大学生と一緒に、楽しい夏の一日を過ごしませんか。

■問合先／第 32 回大阪大学夏まつりＨＰ

■問合先／大阪大学 21 世紀懐徳堂

http://handai-natsuma.info/

http://ket-tz.com/machikanete2011/top.html

■事前申込不要

■主催／大阪大学夏まつり実行委員会、協力／大阪大学 21 世紀懐徳堂

machikane.ohako@gmail.com

■事前申込不要
■主催／まちかねておはこ祭実行委員会、共催／大阪大学 21 世紀懐徳堂

大阪大学理学部ポスタープロジェクト * の一環で、
今年 4 月、
生物科学科 1 回生の神垣勇くんが、
「あなたは何故生物学を選
んだのですか？」をテーマにアンケートを実施。回答者は、
阪大理学部生物科学科の学生 58 名（学部生 27 名・院生 31 名）
と教員 13 名など計 78 名
（男性 58 名・女性 20 名）
にも上ります。
神垣くん自身、受験生時代進路に迷った末、生物学を選んだ
経験からこのアンケートを企画したとのこと。今までありそ
うで無かったリアルなデータを、ダイジェストで紹介します！

「元々」「昔から」「物心ついた時から」
……圧倒的な “生き物好き♥DNA”
一番多かったのは、
「元々」
「昔から」
「物心ついた時から」
「小
さい頃から」などの書き出しで始まる、
「生き物が好きで興味
があった」という答え。
「ものごころついた時から生物が好き
で、
相当小さいころから植物を栽培していた」
（院生、
男性）
「
、昔
から生き物が好きで、動物園や水族館に行くのが趣味だった」
（学部生、女性）など、約 1/3 の人が、幼少期から生き物への
関心が高かったことを挙げていました。その背景には、
「気が
ついた時から生物っておもしろいなぁ、未知のことがたくさ
んありそうな感じがイイなあと思っていた」
（学部生、
女性）や、
「自分が生物だということが不思議で、自分が生きているとい
うことがどういうことか知りたいと思った」
（教員、男性）と
いう、“不思議の魅力に惹かれたこと” が理由としてあるようです。

「本・マンガ、図鑑や資料集、TV からの情報」「先生や親
の影響」など、きっかけは意外と身近な出会いにも
身近なメディアの影響もやはり大きいらしく、
「中学の時の資料集の
図が一番きれいだったから」
（院生、女性）や「テレビで紹介されてい

男性）など、本やマンガ、図鑑・理科の資料集、TV の情報がきっかけと
答えた人も 20％強。また、
「中・高の生物の先生がめちゃくちゃエネルギッ
シュで、
わけもわからず『きっと生物って面白いんだろう』と思った」
（教
員、男性）や、
「研究所で働いていた母から研究の話を幼い時から聞い
ていて、興味を持った」
（学部生、女性）といった、身の回りの “師” の
存在が大きかったという人も約 15％いました。もちろん、
「DNA 鑑定の

TEL. 06-6444-2100

ことについて学んだ時、
『生物学が社会の役に立つことがある』と認識し、

■ JR 東西線 新福島駅 徒歩約 9 分
■ JR 環状線 福島駅 徒歩約 12 分
■ 阪神本線 福島駅 徒歩約 9 分
■ 地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 徒歩約 10 分
■ 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩約 16 分
■ 京阪中之島線 渡辺橋駅または中之島駅 徒歩約 5 分

生物学によりいっそう興味を持った」
（学部生、
女性）の例にあるような、
社会貢献への思いを述べた回答も。

「生物学の魅力は、
美しさの“意味”を知る楽しさ」
神垣くんいわく、
「ある “目的” の

■ 大阪市まちづくり情報発信施設 アイ・スポット
■第 32 回大阪大学夏まつり 2011
7 月 9 日（土）11:00 〜 19:00
対象／小中高生を含む一般
会場／大阪大学箕面キャンパス
入場無料 （有料の模擬店等あり）

阪大理学部の現役学生と教員計 78 名に、
「生物学を選んだきっかけ」をアンケート

れているのかを知りたいと考えた延長で、
今も生物の発生を研究」
（院生、

中之島センター

大阪市北区中之島 4-3-53

阪大理学部学生・教員が、

たタコの生態に感動。なぜそんな形をしているのか、どのようにつくら

■ 大阪モノレール 彩都西駅 徒歩約 15 分
■ 阪急バス
・千里中央発「阪大外国語学部前行」、「間谷住宅行」
・北千里発「阪大外国語学部前行」、「間谷住宅行」
阪大外国語学部前、間谷住宅４ 下車

■ 大阪大学

座。

「好き」や「出会い」が未来をつくる

生物学に惹かれる理由︑大公開！

箕面キャンパス
大阪ガス
彩都西
クッキング
吹田
スクール千里 北千里
キャンパス

至宝塚

為に組み合わされた法則や形の美し
さ。その “意味” を知る楽しさが、生

■ 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 10 番出口直結
■ 京阪本線 淀屋橋駅 3 番出口から徒歩 1 分
■ 地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 5-A 出口から徒歩 6 分
■ 地下鉄堺筋線 北浜駅 2 番出口から徒歩 8 分

けには、
この “美しさ＝不思議さ” が共通しているのではないでしょうか。

■ 大阪ガスクッキングスクール千里

この夏、知る楽しさを阪大で！

■ 北大阪急行 千里中央駅 スグ
TEL.
■ 地下鉄御堂筋線 千里中央駅 徒歩 5 分

06-6871-8561

「21 世紀の懐徳堂プロジェクト〜中之島に文化の力を！」
（財） 大阪 21 世紀協会、 大阪市、 大阪大学 21 世紀懐徳堂、 140B
〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-1 大阪キャッスルホテル 4 階

● すべてのお問い合わせは ●

大阪大学 21世紀懐徳堂
TEL.06-6850-6443 （内 2871）
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-13 大阪大学会館 1F（豊中キャンパス）

物学の魅力です」
。回答者の立場や世
代が違っても、生物学を志したきっか

大阪大学 21世紀懐徳堂だより
【vol.5 ／ 2011 年 7〜9 月号】

将来の夢がある人も、まだ迷っている人も、
「新しいことを知ること」
の楽しさには共感できるはず。すぐ役立つかどうかの尺度だけでは測れ
ない魅力あふれる研究にふれ、その研究に熱中している人に出会うこと
で、あなた自身に何か変化がもたらされるかもしれません。大阪大学の
公開講座で、そうした発見・出会いを体験してみませんか。
* 大阪大学理学部ポスタープロジェクトとは？
今年 5 月のいちょう祭（大阪大学の春の大学祭）の研究室公開に向けて、理学部生
物科学科 1・2 回生 11 名が、ユニークな学科紹介ポスターを制作。21 世紀懐徳堂は、
2010 年秋に生物科学科倉光成紀教授の研究紹介ポスターを制作したのがご縁で、今
回編集・デザインのアドバイスをしました。完成したポスターは 6 枚で、最先端の
研究のロマンや、生物学を愛する研究者や学生のリアルな “生態” などなど、見ご
たえたっぷり（しかも、かなり面白いです。笑）
。現在、21 世紀懐徳堂（豊中キャ
ンパス大阪大学会館 1 階）に展示していますので、ぜひ見に来て下さい！

小中学生・高

校生のみなさ

ん、

“ハンダイ体験
” してみません
か？

払込期間）、8 月 2 日（火）～ 13 日（土）
（申込書受付期間）。

れを造形的にどう解釈するのか、大阪の歴史や自身の

受講料納付後、「受講申込書」と「納付証明書（銀行

" 記憶 " を踏まえて何を読み取るかなどを、参加者全

の窓口より口座振込する場合）または、ご利用明細

員で見たいと思います。
■申込期間／ 6 月 26 日（日）～ 7 月 27 日（水）

大阪大学 21 世紀懐徳堂だより vol.5 は、夏休み時期に開講する小中学生・
高校生向けの公開講座を特集しました。大阪大学のセンセイが日々取り組
んでいる研究にふれるチャンスです。第一線で活躍する研究者が興味を惹
かれて止まない学問の魅力を、この夏、ぜひ体験してください！

研究にも！

大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

磨などの近代の大阪風景を描いた作品をとりあげ、そ

夏休みの自由

■No. 75：形が違えば意味も違う？
岡田禎之 （大阪大学大学院文学研究科）
9 月 3 日（土）14:00 〜 15:30
対象・定員／高校生以上。30 名程度
会場／大阪大学総合学術博物館 待兼山修
学館 3 階セミナー室（豊中キャンパス）
参加費／飲み物代（200 円）が必要

■コンピュータで動くふしぎなおもちゃづくり
森 秀樹 （大阪大学大学院人間科学研究科助教）
8 月 3 日（水）13:00〜16:00
対象／小学生とその親 12 組（先着順）
会場／大阪市まちづくり情報発信施設「ア
イ･スポット」（淀屋橋駅直結） 受講料／無料

日本語の表現を少し入れ替えただけでも意味に違いが

電池で動く小さなコンピュータとモータやセンサ、廃

■申込期間／ 7 月 2 日（土）～ 8 月 3 日（水）

材や身近な材料を使って、プログラムで動くおもちゃ
を手作りします。家電製品から携帯電話、おもちゃま
で、私たちはたくさんのコンピュータが埋め込まれた
「モノ」に囲まれながら生活しています。今回は、実
際にコンピュータを埋め込んだ作品をつくりながら、
コンピュータについての理解を深めていきます。（コ
ンピュータについての事前知識は必要ありません。作
品は持って帰ることができません。）

どを自分で取り付けてもらいます。完成した後、スイッ
チを入れて音が鳴った時は感動ですよ！尚、はんだに
は自然環境や人体に優しい、鉛を含まない鉛フリーは
んだを使用しています。

大阪大学産業科学研究所「ものづくり教室」

なぜ地球は太陽の周りを回るのか？太陽が地球を引っ

金属加工では 10cm×10cm の銅のプレートに自分の

返信メールは 1 ～ 2 日後にはお届けいたします。返信

張っているから曲がるのだ。いや、地球は太陽のため

好きなデザインを写し取ってもらいます。

のない場合はお問い合わせ下さい。対象年齢外の参加

その後、いろいろな工具や工作機械を使い、穴をあけ

はできません。詳細は、ホームページにて

たり、自分の好きな形に切り落としてもらいます。仕

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/tew/main/20

上げにプレートを磨いた後、よく洗い、銀メッキをし

11keiji.html

て完成です。

■問合先／ monodukuri2011@sanken.osaka-u.ac.jp 少

にご案内を発送します。

■申込・問合先／大阪ガス

クッキングスクール千里 Tel.06-6871-8561（9:00 ～

い。一体どちらが正しいのか。あなたはニュートンの
力学的世界観とアインシュタインの幾何学的世界観の

珍蔵されているだけではなく、町なかの古本屋さんで、

http://www.museum.osaka-u.ac.jp/

今でも入手することができます。ただし、その値段は、

■主催／大阪大学総合学術博物館、協催／とよなかサイ

五百円からウン百万円まで様々です。これらの和古書

エンスネット実行委員会、協力／大阪大学 21 世紀懐徳堂

■申込期間／ 7 月 9 日（土）～ 8 月 10 日（水）
■申込方法／ Web フォーム、または往復はがき（カフェ
1 タイトル、住所、氏名、電話番号、年齢を明記。ご
家族でお申込の場合、同伴者のお名前、年齢をご記入

また、そもそも " 価値のある本 "" よい本 " とは、何でしょ
うか。本回は、江戸時代から明治時代までの和古書を
見る際のポイントを紹介し、モノ（文化財）を扱うこ
との楽しさについて解説します。ハマれば、あなたも
明日からお宝鑑定団 !?
■申込期間／ 6 月 19 日（日）～ 7 月 20 日（水）

に、タンパク質が深く関係しています。体を作ってい

■No. 74：絵画のなかの近代大阪を
どう " 読む " か
橋爪節也 （大阪大学総合学術博物館）
8 月 27 日（土）14:00 〜 15:30
対象・定員／小学生以上。30 名程度
会場／大阪大学総合学術博物館 待兼山修
学館 3 階セミナー室（豊中キャンパス）
参加費／飲み物代（200 円）が必要

るのも、主にタンパク質と水です。植物の光合成や色

一般に絵画は、美しい芸術作品として鑑賞の対象と考

素のカギとなるのだってタンパク質。この身近で不思
議なモノ・“タンパク質” のはたらきと形について勉強

■申込方法／受付開始 7 月 4 日（月）
、先着順。基本的
にメールのみの対応となります。
monodukuri2011@sanken.osaka-u.ac.jp
希望コース、
参加希望日、
〒番号、
住所、
氏名 ( ふりがな )、

■主催／大阪大学産業科学研究所

共催／大阪大学産

業科学研究所技術室、阪大複合機能ナノファウンダリ
協力／大阪大学 21 世紀懐徳堂

JST 女子中高生の理系進路選択支援事業
「女子中高生のための関西科学塾 2012」
■第 1 回＝2011 年 9 月 10 日 ( 土 )
開会式、特別講演、大学生とのグループトー
ク、ロールモデルによるリレートーク／大
阪大学

「おや」も「こ」も「おやこ」も、大歓迎！
と
こどもにまつわる
ちょこっ
カフェプログラム「子カフェ」をご紹介！
赤ちゃんから阪大 ?!
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）が手
掛ける「対話」プログラムの一つに、こどもにまつわるあれこれを
語り合う「子カフェ」があります。例えば、
「予防接種って本当に
必要なの？」
、
あるいは「子
供 手 当 て は 誰 の も の？」
やら「親のエゴってなん
だ？」な ど …、答 え が あ
るようでないかもしれな

■第 3 回＝2011 年 11 月 12 日 ( 土 )
見学会／けいはんな学研都市

い 素 朴 な 問 い に つ い て、

■第 4 回＝2011 年 11 月 26 日 ( 土 )
実験／大阪府立大学、奈良女子大学

や、親子の周辺にいる人

■第 5 回＝2012 年 3 月 17 日 ( 土 ) 〜 18
日(日)
実験、発表会、進路相談、交流会、表彰式、
閉会式／大阪大学

です。小さい子連れでも

手探りで子育てをする親
たちが集って語り合う場
OK（場合によっては託児
付）なので、ご覧の通り
の風景が生まれます。

数スタッフで運営しておりますので、電話でのお問い合
わせは極力ご遠慮下さい。■主催／大阪大学産業科学研

女子中高生に理系進路を選択してもらいたい。そのた

にリアリティを感じていなかった学生か

究所 共催／大阪大学産業科学研究所技術室、阪大複合

めに講演や実験を通して、理系のこと、女性研究者の

らは、
「授乳がここまで議論になるとは驚

機能ナノファウンダリ 協力／大阪大学 21 世紀懐徳堂

活躍を知ってもらうイベントです。普段入ることので

き！」
「自分を育ててくれる中での母親の

入の上、
申込者１人につき 1 通のメールをお送りくだし。

大阪大学産業科学研究所「ナノテク理科教室」

※当否の結果をお知らせする関係上、はがき 1 枚で複
数カフェのお申込みはご遠慮ください。

■遺伝子操作を体験しよう
増井良治 （大阪大学大学院理学研究科准教授）
吉本和夫 （大阪大学大学院理学研究科研究員）
倉光成紀 （大阪大学大学院理学研究科教授）
8 月 26 日（金）9:00 〜 28 日（日）夕方
対象／高校生（高校教員の同伴が望まし
い）および高校教員
会場／大阪大学理学部（豊中キャンパス）
受講料／ 9,200 円

合わせは極力ご遠慮下さい。

子育て未経験の学生も、子育てについて「おや」と語れる
2010 年 6 月にスタートしたこのシリーズ、今年 6 月 1 日夜には、
大阪大学豊中キャンパスにて、
阪大生企画のもと " 社会に暮らす「親
子」" をテーマに、学生と「おや」が語り合いました。
「授乳は人
前でも OK ？」から始まった議論は、倫理意識の問題はもちろん、
授乳スペースといったハード整備の問題、社会における女性の立場
の問題など、幅広い話題に発展。子育て

きない大学の研究室で、最新の研究に基づいた実験を

否の結果は、メールまたははがきでお知らせします。

大阪大学理学部 高校生のための公開講座

数スタッフで運営しておりますので、電話でのお問い

対象／女子中高生 150 名及びその保護者・
引率教員 50 名（第 1 回は全員参加です。
以降のプログラムは、中学生は第 2 〜 3 回、
高校生は第 2 〜 5 回の中から希望する回
を選択して申込めます。1 回のみの参加も、
複数回の参加も可）
受講料／第 1 〜 4 回は無料、第 5 回は
4,500 円（宿泊・食事）

自宅電話番号、学校名、学年、メールアドレスをご記

ください）を下記宛送付。応募多数の場合、抽選。当

は、どのようにしてその値段が決まるのでしょうか。

■問合先／ monodukuri2011@sanken.osaka-u.ac.jp 少

■第 2 回＝2011 年 10 月 22 日 ( 土 )
実験／神戸大学・大阪府立大学（中学生）、
京都大学（高校生）

■主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪ガス株式会社

数の場合は抽選の上、当選者にのみ 7 月 20 日 ( 水 )

■主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪市計画調整局

解酵素などなど、私たちの体を動かしているもの全て

大学院理学研究科

ダゴテを使って基盤上に抵抗、IC、発光ダイオードな

http://www.og-cookingschool.com/

電話による受付は 7 月 12 日 ( 火 )11:00〜）。申込が多

〒560-0043 豊中市待兼山町 1-13

けではありません。血液やだ液、ホルモンや抗体・分

■主催／大阪大学

17:00 月・祝・その他指定日除く）

ンターネットによる web 受付は 7 月 7 日 ( 木 )0:00〜、

和本と言います。こうした和本は、博物館や図書館に

肉や卵）を思い浮かべませんでしたか？でも、それだ

kuramitu@bio.sci.osaka-u.ac.jp

■金属加工「オリジナルプレートを作ろう」
8 月 2 日 ( 火 ) 〜 4 日 ( 木 ) 各日 10:00 〜 16:00
対象／各日 6 名（小学 4 年〜中学 3 年、
先着順） 会場／大阪大学産業科学研究所
（吹田キャンパス） 参加費／なし（但し、
傷害保険料 100 円を実費負担願います）

■申込方法／受付期間は 7 月 7 日 ( 木 )〜19 日 ( 火 )（イ

日会場にて直接申込みをお受けします。

タンパク質と聞いて、栄養素としてのタンパク質（お

Tel.06-6850-5433、Fax： 06-6850-5442

電子回路ではラジオや電子サイコロを作ります。ハン

■No. 76：一般相対性理論入門
東島 清 （大阪大学大学院理学研究科）
9 月 10 日（土）14:00 〜 15:30
対象・定員／小学生以上。30 名程度
会場／大阪大学総合学術博物館 待兼山修
学館 3 階セミナー室（豊中キャンパス）
参加費／飲み物代（200 円）が必要

しながら、おいしくタンパク質を食べてみましょう！

■申込・問合先／大阪大学総合学術博物館

■ようこそ！タンパク質ワンダーランド
栗栖源嗣 （大阪大学蛋白質研究所教授）
8 月 5 日（金）10:00 〜 13:00
対象／小学 4〜6 年生とその保護者 12 組
（申込多数の場合は抽選）、子どもは 2 人
まで可 会場／大阪ガスクッキングス
クール千里（千里中央駅スグ）
受講料／一人 1,500 円（税込）
課題料理／ビビンバ、ふわふわ卵のワカメ
スープ、シュワシュワサイダーゼリー

倉光成紀

世話人：生物科学専攻・教授

思います。

日本の伝統的な様式に則って作られた書物のことを、

大阪大学 × 大阪ガス「アカデミクッキング」

学研究科生物科学専攻

とを表現形式が持っている特徴から考えていければと

i-spot@voice.ocn.ne.jp 定員に余裕がある場合は、当

21:00、土・日・祝 11:00 ～ 20:00）

ご記入ください。■申込・問合先／大阪大学大学院理

があります。なぜ意味の違いが生じるのか、というこ

どちらを信じるだろうか？

Tel&Fax:06-4866-6803（電 話 受 付 は 月 ～ 金 11:00 ～

す。加入されている傷害保険の名称を、受講申込書に

現も少しの違いが、様々な意味の違いを生み出すこと

■No. 73：和古書における"お宝"の見つけ方
合山林太郎 （大阪大学大学院文学研究科）
8 月 20 日（土）14:00 〜 15:30
対象・定員／小学生以上（親子連れ歓迎）。
30 名程度
会場／大阪大学総合学術博物館 待兼山修
学館 3 階セミナー室（豊中キャンパス）
参加費／飲み物代（200 円）が必要

■申込・問合先／アイ・スポット

て、傷害保険などに各自加入していることが、必要で

それは日本語に限ったことではありません。英語の表

サイエンスカフェ＠待兼山

受講者本人のお名前、電話番号を、電話かメール、FAX で。

で郵送してください。本公開講座での実験事故に備え

生じることは、誰でも経験的に知っていることですが、

に歪んだ時間・空間を真っ直ぐに進んでいるに過ぎな

■申込方法／ 7 月 3 日 ( 日 ) 申込受付開始。講座名、

（ATM より口座振込する場合）」を併せて下記世話人ま

■電子回路
「ハンダゴテを使って電子回路を作ろう」
8 月 2 日 ( 火 ) 〜 4 日 ( 木 ) 各日 10:00 〜 16:00
対象／各日 10 名（小学 4 年〜中学 3 年、
先着順） 会場／大阪大学産業科学研究所
（吹田キャンパス） 参加費／なし（但し、
傷害保険料 100 円を実費負担願います）

■ガラス工作「浮沈子を作ろう」
8 月 2 日 ( 火 ) 〜 4 日 ( 木 ) 各日 10:00 〜 16:00
対象／各日 6 名（小学 4 年〜中学 3 年、
先着順） 会場／大阪大学産業科学研究所
（吹田キャンパス） 参加費／なし（但し、
傷害保険料 100 円を実費負担願います）
ガラス工作ではまず、マドラーとミルクピッチャーの
製作によりガラス細工の基本技術を体験していただき
ます。その後、ガラスのウキを製作していただきます。
このウキは浮沈子と言います。ペットボトルなどの柔
らかい容器に閉じ込め、圧力を加えるとウキの浮力が
変わり、水の中を浮いたり沈んだりする様子を楽しん
でください。

■微細加工「ナノ加工技術を使って
オリジナルカードを作ろう」
8 月 2 日 ( 火 ) 〜 4 日 ( 木 ) 各日 10:00 〜 16:00
対象／各日 6 名（主に中学生、先着順）
会場／大阪大学産業科学研究所（吹田キャ
ンパス） 参加費／なし（但し、傷害保険
料 100 円を実費負担願います）

苦労を実感した」などといった声も聞か

体験すれば、近い将来理系でがんばる自分の姿がイ

れました。

メージできるでしょう。また、先輩や同じ理系の道を
目指す仲間とも知り合えるすばらしい機会となるよ

「おや」だからって何でもかんでも

う、内容盛りだくさんで開催します。

一人で考えるのはしんどい！
子育て支援センターや公園で何気なく
生まれるような会話を、あえて大学で場を設けて「おや」や「おや
以外の人」が一緒に語り合うこと。その意味について、仕掛け人の
一人であり、自 身も昨年 2 月に父親になった久保田テツさん

微 細 加 工 で は、ク リ ー ン ル ー ム の 中 に 入 り、基 板

（CSCD 特任准教授）に尋ねたところ、
「子育てをする中で考えなけ

（PET フィルムやシリコン）上に自分の好きなデザイ

ればいけないことは意外に多くて、一人で考えないといけないのが

ンをマイクロ・ナノ加工していただきます。半導体デ

プレッシャーに感じられてしんどかった」
。そして、
「色々な人と一

バイス作成等に用いる材料を使い、紫外線（UV）露光、
プラズマによるドライエッチングを行って完成させま

■申込方法／事前申込要。7 月 4 日 ( 月）
～ 8 月 15 日 ( 月）

緒に考えられることは、こどもの持つ “社会的な存在” としての側

す。半導体デバイス作成工程の一部を体験してもらい、

に HP から申込み。FAX またはメールでの申込みも可。

面にふさわしいと思った」とのことです。

ナノテクノロジーにふれていただききます。

■申込・問合先／大阪大学男女共同参画推進オフィス

■申込方法／受付開始 7 月 4 日（月）、先着順。基本

Fax.06-6879-4406

的にメールのみの対応となります。

geoffice@office.osaka-u.ac.jp

monodukuri2011@sanken.osaka-u.ac.jp

最新情報や参加申込、申込用紙のダウンロードはＨＰ

“こども” について語ることは、医療、教育、倫理、制度、まち
づくりといった “社会のあれこれ” を語ること。今後「子カフェ」は、

希望コース、
参加希望日、
〒番号、
住所、
氏名 ( ふりがな )、

から

遺伝子操作（遺伝子クローニング）や電子顕微鏡実習・

自宅電話番号、学校名、学年、メールアドレスをご記

■主催／大阪大学男女共同参画推進オフィス、サイエ

研究紹介などの分子生物学実習を 3 日間・延べ 24 時

京阪なにわ橋駅構内のアートエリア B1 のラボカフェシリーズでの

入の上、申込者１人につき 1 通のメールをお送りくだ

ンス・サポート・アソシエーション 共催／神戸大学

間以上かけて行います。実際の研究者の生活を 3 日間

開催も予定されています。まだ「こども」キブンの人も、いつか「お

さい。返信メールは 1 ～ 2 日後にはお届けいたします。

男女共同参画推進室、京都大学女性研究者支援セン

かけて実体験することで、科学や思考をエンジョイし、

返信のない場合はお問い合わせ下さい。対象年齢外の

ター、奈良女子大学女性研究者共助支援事業本部、大

や」になる人も、もう誰かの「おや」である人も、お気軽にご参

「わかるということ」が一体どういうことなのかを学

http://kagaku-juku.jp/

“こども” を語ることで “社会のあれこれ” を語ろう

参加はできません。詳細は、ホームページにて

阪府立大学女性研究者支援センター、まほろば・けい

えられています。しかし、個々の作品をどのように味

べる、他には無い講座です。

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/tew/main/20

はんな科学ネットワーク、日本物理学会 他 協力／男

わうかは人それぞれです。今回は、小出楢重や織田一

■申込方法／ 8 月 2 日（火）～ 12 日（金）（受講料の

11keiji.html

女共同参画学協会連絡会、大阪大学 21 世紀懐徳堂 他

加ください！

■大阪大学 21 世紀懐徳堂だより vol.4

■大阪大学 21 世紀懐徳堂だより vol.7

（2011 年 5〜9 月号）
●2011 年 5 月〜9 月の一般公開講座告知

（2011 年 12 月〜2012 年 3 月号）
●2011 年 11 月〜2012 年 3 月の一般公開講座告知

・Handai-Asahi 中之島塾

9 講座

・Handai-Asahi 中之島塾

6 講座

・大阪・京都文化講座（前期）

8 講座

・大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

6 講座

・アカデミクッキング

2 講座

・アカデミクッキング

1 講座

・ラボカフェ

8 講座

・ラボカフェ

6 講座

●公開講座レポート

●第 1 回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画

・アカデミクッキング「フードマイレージから考える、地

「待兼山クリスマスコンサート 2011」開催告知

球にやさしい食」／松村暢彦准教授
●21 世紀懐徳堂ギャラリー・スタジオ

●市民公開フォーラム
リニューアルオー

プンのお知らせ

■大阪大学 21 世紀懐徳堂だより vol.5
（2011 年 7〜9 月号）
●2011 年 7 月〜2012 年 3 月の小中高校生対象の公開講座
告知
・大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座

1 講座

・アカデミクッキング

1 講座

・サイエンスカフェ＠待兼山

4 講座

・大阪大学理学部高校生のための公開講座

1 講座

・大阪大学産業科学研究所

4 講座

・JST 女子中高生の理系進路選択支援事業
・夢ナビライブ 2011

5 講座
10 講座

●大阪大学の学生イベント告知
・第 32 回大阪大学夏まつり 2011
・まちかねておはこ祭 2011
●読みもの
・理学部学生・教員が生物学に惹かれる理由、大公開！
・カフェプログラム「子カフェ」レポート

■大阪大学 21 世紀懐徳堂だより vol.6
（2011 年 9〜12 月号）
●2011 年 9 月〜2012 年 1 月の一般公開講座告知
・第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂

14 講座

・第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂
大阪大学創立 80 周年記念スペシャル

3 講座

・Handai-Asahi 中之島塾

7 講座

・大阪・京都文化講座（後期

8 講座

・アカデミクッキング

4 講座

・ラボカフェ

5 講座
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「認知症とむかいあう、となりあう」開講告知

4.広報・情報発信

＞ 4-5. 大阪大学 21 世紀懐徳堂メールマガジン

4-5. 大阪大学 21 世紀懐徳堂メールマガジン
21 世紀懐徳堂が主催する公開講座やシンポジウムなどの参加者のうち、希望者に対して 2010 年 8 月より発行を
開始した。“プッシュ型”の情報発信手法として、公開講座や催しの告知に活用している。

（川人 よし恵）

・対象／一般
・登録人数／約 800 名（2012 年 3 月現在）
・登録方法／公開講座やイベントの際に登録用紙を配付し、登録希望者から回収
・発行開始時期／2010 年 8 月
・発行頻度／月に 1〜3 回程度。
今年度は計 40 回発行。

メールマガジンの例

成果

課題

今年度は頻度を増やし、年間 40 回発行した。

登録の際、氏名とメールアドレスのみ記載する方法をと

すぐに申込みにつながったものとしては、東日本大震災

っているため、登録者の性別・年代・居住地・興味のある

を扱った「大阪大学【緊急】シンポジウム」
、講義または対

分野等の属性は不明である。現在のように、登録者数が数

談に演劇・音楽・落語のパフォーマンスを組み合わせた「大

百名規模の場合は、講座や催しの内容・主なターゲット・

阪大学 21 世紀懐徳堂・芸術する学問シリーズ」
、2011 年に

開催エリア等によって、情報提供先を限定することは効果

始まった大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画「待兼山

的ではないと思われるが、今後登録者数が増えていった際

クリスマスコンサート 2011」である。メルマガ発行日に、

には、メールマガジンの送り分けのような工夫も必要かも

それぞれ数十名〜100 名以上の申込みがあり、メルマガ自

しれない。実際、他部局等の主催事業の広報支援を行う場

体の有効性を確認することができた。

合、ターゲットを絞り込んでの情報発信を希望する声も聞

21 世紀懐徳堂以外の部局等が主催する事業についての告
知件数も 12 件と大幅に増加し、主催者から一定の集客効果
があったと聞いている。今後も、メルマガを通じて社学連
携事業支援の一端を担っていきたい。
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かれている。

大阪大学 21 世紀懐徳堂メールマガジン一覧（2011 年 4 月〜7 月発行分）

no.
1

送信日
2011 年
4 月 5 日(火)

★は他部局等の主催事業

告知内容
・Handai-Asahi 中之島塾 4 月期「先端医学の『いま』を知る」他

2

4 月 15 日(金)

・大阪大学【緊急】シンポジウム「震災の今とこれから」−私たちに何ができるのか−

3

4 月 20 日(水)

・大阪・京都文化講座（2011 年前期）『大坂・京の文彩（いろどり）−文学が織りなす二都のすがた−』

4

4 月 26 日(火)

・あの武将の最期は？！〜公開講座 Handai-Asahi 中之島塾「武将たちの医療」

5

5 月 25 日(火)

・Handai-Asahi 中之島塾「これからの医療の新展開、全人的統合医療を目指して」他

6

5 月 27 日(金)

・大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座 2011 年度前期/「研究者と考える災害」「ちっちゃいけどすごい！」
・大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」vol.10

7

6 月 8 日(水)

「ドクター石蔵の男のええ加減料理講座〜中年男性こそオシャレを意識して、脱メタボ！」
・Handai-Asahi 中之島塾「これからの医療の新展開、全人的統合医療を目指して」

8

6 月 21 日(火)

9

6 月 30 日(木)

10

7 月 5 日(火)

・SQALF 大阪大学 21 世紀懐徳堂 東日本大震災プロジェクト〜震災、復興に関する質問・意見募集中

11

7 月 12 日(火)

・公開講座「珍味ホヤのマッチョな発生生物学」

★宇宙の果て？宇宙人？ブラックホール？〜全国同時七夕講演会 大阪大学講演「宇宙について語ろう」

・21 世紀懐徳堂だより vol.5 発行しました！
〜小中学生・高校生のみなさん、”ハンダイ体験”してみませんか？

★アンドロイドが住む大阪空堀の長屋に行ってみませんか？〜第 1 回『アンドロイドの館』in 大阪空堀
〜大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座 2011 年度前期【ちっちゃいけどすごい！】シリーズ

12

7 月 29 日(金)

★第 4 回適塾講座「「大阪の産業発展と大阪高等工業学校・大阪帝国大学」
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4.広報・情報発信

＞ 4-5. 大阪大学 21 世紀懐徳堂メールマガジン

大阪大学 21 世紀懐徳堂メールマガジン一覧（2011 年 8 月〜11 月発行分）

no.
13

送信日
2011 年
8 月 4 日(木)

★は他部局等の主催事業

告知内容
・大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」vol.12
「食いしんぼ歴史学者の世界史概論〜シンデレラの馬車に乗れなかったチャングム」

14

8 月 9 日(火)

・大阪・京都文化講座 2011 年度後期「大阪・京都の風土と景観」

15

8 月 18 日(水)

・目からウロコの最先端歴史教育〜Handai-Asahi 中之島塾「海と貿易がつくった日本史」他

16

8 月 25 日(木)

17

9 月 2 日(金)

・大阪大学 21 世紀懐徳堂講座

18

9 月 7 日(水)

・大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」vol.13「きのこ食べちゃい隊」

19

9 月 15 日(木)

・阪大キャンパスの里山を特別公開！〜「第 6 回植物探検隊＠秋の待兼山を訪ねて」

20

9 月 22 日(木)

・Handai-Asahi 中之島塾「ライブ・おもしろ上方落語学〜京都の噺」

21

10 月 11 日(火)

・大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」vol.14「おいしいごはんの考古学」

22

10 月 19 日(水)

・Handai-Asahi 中之島塾「『演歌』の謎を解く」

23

10 月 25 日(火)

・i-spot 講座 2011 年度後期「いろんなものさし」「研究者と歩くまち」

・「震災・復興」テーマ全 14 講座〜第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂講座「ここから拓く未来」
サブテーマ A.「震災と原発 −安心を築く」 サブテーマ B.「復興の知 −暮らしと心」
大阪大学創立 80 周年記念スペシャル「芸術する学問」シリーズ

・11/4(金)〜11/6(日)は「まちかね祭」＠豊中キャンパスへ！
★琵琶と語る[CSCD 参加型プログラム オレンジカフェ]

24

11 月 1 日(火)

★植物科学をもっと楽しもう 2011 −花と生殖−
★大阪大学総合学術博物館 第 14 回企画展
脳の中の「わたし」と情報の中の＜私＞―五感を揺るがす摩訶不思議なメディア技術―
★企画展『国産ウィスキーの父 竹鶴政孝 〜はじまりの場所〜』

25

11 月 2 日(水)

26

11 月 8 日(火)

・Handai-Asahi 中之島塾「狭心症って何」
・Handai-Asahi 中之島塾「あなたの口は使えていますか？」
・Handai-Asahi 中之島塾「『演歌』の謎を解く」
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大阪大学 21 世紀懐徳堂メールマガジン一覧（2011 年 11 月〜2012 年 3 月発行分）

no.
27

送信日
2011 年
11 月 11 日(金)

★は他部局等の主催事業

告知内容
・第 1 回大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」
・大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」vol.15
「“エキゾティック”とは何だったのか〜オペラとタジン料理とともに」
・震災から 8 カ月。SQALF（スカルフ）プロジェクト、続けています。

28

11 月 11 日(金)

「震災・復興」テーマの公開講座の要旨等を公開しました
回答者は本学研究者。震災・復興にまつわる「Q&A」ページもコツコツ更新中です

29

11 月 15 日(火)

30

11 月 29 日(火)

★阪大生がつくった短編映画コンテスト「イシバシ・ハンダイ映画祭 2011」！
★医学部附属病院の「市民フォーラム＝頭頸部のがん（のど・口・鼻）＝」
・21 世紀懐徳堂だより vol.7 発行しました！
〜Handai-Asahi 中之島塾、大阪大学 21 世紀懐徳堂 i-spot 講座の受講生募集中です！

31

12 月 6 日(火)

★講演会「『夫源病』〜もっと楽にやっていける夫婦関係って？〜 」

32

12 月 15 日(木)

★阪大図書館で落語をお楽しみください〜年忘れ企画 図「笑」館寄席開催

33

12 月 26 日(月)

・大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」vol.17「燃える愛 〜北欧の料理にみる愛のかたち」

34

2012 年
1 月 19 日(木)

・Handai-Asahi 中之島塾 2 月期「くすりの話」など

35

1 月 24 日(火)

36

2 月 3 日(金)

37

2 月 7 日(火)

38

3 月 7 日(水)

・Handai-Asahi 中之島塾「大衆長寿時代のしあわせを考える」

39

3 月 13 日(火)

★サステイナビリティ・カフェ 2012

40

3 月 15 日(木)

★大震災復興記念コンサート＆写真展

・認知症への不安、一緒に考えましょう。〜市民公開フォーラム「認知症とむかいあう、となりあう」
・大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」vol.18「賢くてずるいあなたの口」
★第 11 回 TOUCH 摂食咀嚼嚥下基礎セミナーA
・阪大が誇る知のエキスパート・大竹文雄×小林傳司×石黒浩が登場
〜大阪大学シンポジウム”日本、いまから・ここから…”
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4.広報・情報発信

＞ 4-6. みのおエフエム「まちのラジオ」

4-6. みのおエフエム「まちのラジオ」
連携協定を締結している箕面市との連携事業として、同市で開局している放送局「タッキー816 みのおエフエム」
において、2010 年 4 月から、大阪大学社学連携事業を看板とした番組を引き続き放送している。大阪大学を身近
に感じていただくとともに、大学と市民とが連携・協働を展開する上での足がかりとなることを期待し、毎月、
教職員、学生に登場いただいている。大阪大学の取り組み、研究活動や社会に向けた特色ある活動等を紹介する
と同時に、
「地域に生きる」大阪大学をアピールすることを目指している。

（野瀬 直則）

【番組概要】
・番組名／「まちのラジオ（大阪大学社学連携事業）」
・放送日／毎月第２木曜日

午後３時〜4 時（１時間）

（再放送はその週末の日曜日

午後 1 時から）

・形態／スタジオ収録
・周波数／FM81.6MHz
・番組ＨＰ／

http://fm.minoh.net/

・番組開始時期／2010 年 4 月

成果

課題

連携協定を締結している近隣の箕面市との連携が、この

放送内容についてリスナーの声を聞く仕掛けをまだ構築

ような取り組みを通じ、その後の市民向け講座の開講など

できていないことが課題である。ラジオ局とも検討を進め、

多方面に広がりを持つ足がかりになったことは意義深いも

大阪大学に対しどのようなことが求められているのか等を

のと考えられる。

積極的に聴取するシステムを次年度以降考えてゆく必要が

番組に対しては、学内においても積極的に協力をいただ
けるようになり、21 世紀懐徳堂の社学連携活動への更なる
理解の深まりと意識の高まりが期待される。

ある。
また、社会の中で積極的に活動を行う学生が増えてきて
おり、それらも取り上げてゆくことによって、大学一体と
なった社会貢献
の在り方を発信してゆきたいと考えている。

社学連携担当として大学の取り組みを説明する江口学主、
理事・副学長（2011 年 9 月出演）
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歯学研究科の天野敦雄教授（2012 年 1 月出演）

2011 年度「まちのラジオ（大阪大学社学連携事業）放送内容
回
1

2

3

4

5

6

放送日
4/ 14(木)15:00〜16:00
4/17(日)13:00〜14:00(再)
5/12(木)15:00〜16:00
5/15(日)13:00〜14:00(再)
6/9(木)15:00〜16:00
6/12(日)13:00〜14:00(再)

出演
望月

内容
正人（工学研究科・教授）

・原子力発電所内部等の溶接構造、材料強度について（東
北大震災を踏まえて）

公認学生団体

・大阪外大時代より箕面市と深い関わりを持つ夏まつり

「大阪大学夏まつり実行委員会」

の実施。創立 80 周年記念事業としての今年のプログラ

吉村

直之（外国語学部３年）他２名

ム等について

山中

浩司（人間科学研究科・教授）

・医療技術の社会的影響に関する歴史的、社会学的研究
について

7/ 17(木)15:00〜16:00

公認学生団体「inspiritual voices」

・市民に向けた音楽活動等について。特にＴＶ番組「ハ

7/14(日)13:00〜14:00(再)

名倉和香奈（外国語学部４年）他３名

モネプ」優勝の実績を踏まえて

8/11(木)15:00〜16:00
8/14(日)13:00〜14:00(再)

・生物学的に興味ある細胞をテーマに、エピジェネティ
仲野

徹（生命機能研究科・教授）

ックとは？エピジェネティック研究の展開について。
・科学のおもしろさについて
・新たに就任した新理事・副学長として、これからの「社

9/ 8(木)15:00〜16:00

江口

9/11(日)13:00〜14:00(再)

（理事・副学長・21 世紀懐徳堂学主）

太郎

学連携」活動の在り方、社会に対する大阪大学の役割等
について
・様々な学問分野を専攻する大学生・大学院生が問題意

7

10/13(木)15:00〜16:00

公認学生団体「Scienthrough」

10/16(日)13:00〜14:00(再)

中村

勇斗（薬学研究科 M2）他２名

識を持ったことを共有・意見交換をし、サイエンスコミ
ュニケーション活動を通して、議論の場を作り、社会に
おける問題を捉え、問題提起を行うとともに解決策を提
案する活動。ビブリオバトル等

8

11/10(木)15:00〜16:00
11/13(日)13:00〜14:00(再)

・世界言語研究センターにおける東日本大震災に即応し
古谷

大輔（世界言語研究センター・准教授） た多言語情報の発信についての紹介。また、スウェーデ
ン近代史の研究を通じて、その文化、魅力を伝える。

大阪大学 21 世紀懐徳堂スタッフ
9

12/ 8(木)15:00〜16:00

川人よし恵・特任研究員

12/11(日)13:00〜14:00(再)

林

浄美・事務職員

10

11

1/15(日)13:00〜14:00(再)

2/9(木)15:00〜16:00
2/12(日)13:00〜14:00(再)

の紹介、東日本大震災プロジェクト(SQALF)及アウトリ
ーチ活動支援を通じた大学の社会貢献活動等について

中西祥子・事務職員

1/12(木)15:00〜16:00

・大阪大学 21 世紀懐徳堂の市民向け活動（公開講座等）

・口腔科学フロンティアセンターの役割、世界最先端の
天野

敦雄（歯学研究科・教授）

歯科医療、予測歯科医学とは。
・むし歯と歯周病の予防と治療について

谷脇

栗太（文学研究科 M1）

永井友香子（外国語学部 4 年）
増谷

朱美（文学部 OG）

・関西の学生たちによる美術展を通じた社会貢献活動、
東日本大震災チャリティ美術展を主催

・グリーンアクセスプロジェクト「持続可能な社会づく
12

3/8(木)15:00〜16:00
3/11(日)13:00〜14:00(再)

りのための協働イノベーション−日本におけるオーフ
大久保規子（法学研究科・教授）

ス３原則の実現策」の推進
・環境分野を中心にした、市民参加・協働および公共利
益訴訟に関する法的諸問題の研究について
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4.広報・情報発信

＞ 4-7. 学外媒体掲載実績(テレビ、新聞、タウン紙など)

4-7. 学外媒体掲載実績(テレビ、新聞、タウン紙など)
21 世紀懐徳堂の活動告知や開催報告について、以下のような内容で掲載された。

（沢村 有生）

●新聞
・「朝日新聞」

2011 年 4 月 20 日＝緊急シンポジウム「震災のいまとこれから」告知記事（1 段 1/5）
2012 年 3 月 27 日＝大阪・京都文化講座 2012 年度前期 告知記事（全 1 段）

・「読売新聞」

2011 年 4 月 29 日＝緊急シンポジウム「震災のいまとこれから」告知記事（2 段 1/3）
2011 年 4 月 30 日＝緊急シンポジウム「震災のいまとこれから」取材記事（3 段 1/5）
2011 年 10 月 4 日＝大阪大学 21 世紀懐徳堂講座「ここから拓く未来」告知記事（2 段 1/4）

・「毎日新聞」

2011 年 9 月 1 日＝アカデミクッキング vol.10（石蔵准教授）・取材記事（5 段 1/6）
2012 年 2 月 6 日〜22 日＝第 4 回大阪大学シンポジウム・告知広告 9 回、告知記事 2 回
2012 年 2 月 22 日＝阪大音大企画「ユース合唱フェスティバル」告知記事
2012 年 3 月 5 日＝第 4 回大阪大学シンポジウム・取材記事（4 段 1/3、3 段 1/4）

・「産経新聞」

2011 年 11 月 26 日＝阪大音大企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」告知記事
2012 年 1 月 14 日＝大学の挑戦「大阪大学(1)21 世紀懐徳堂」取材記事（4 段 1/2）
2012 年 1 月 18 日＝一人キムチ鍋で夫婦円満／石蔵文信教授

・「日経新聞」

2011 年 8 月 22 日＝Handai-Asahi 中之島塾

取材記事（7 段 2/3）

告知記事（5 行）

・「毎日小学生新聞」2011 年 8 月 23 日＝アカデミクッキング vol.11（栗栖）取材記事（全 3 段）
・「ガスエネルギー新聞」

2011 年 8 月 17 日＝アカデミクッキング vol.11（栗栖教授）取材記事（3 段 2/3）
2011 年 12 月 1 日＝アカデミクッキング vol.14（中久保助教）取材記事（7 段 2/3）

●タウン情報紙、ミニコミ
・「月刊島民」

2011 年 4 月〜2012 年 3 月＝21 世紀懐徳堂の一般公開講座すべての告知記事

・「朝日ファミリー」2011 年 7 月 8 日＝アカデミクッキング vol.11（栗栖教授）・告知記事
2011 年 12 月 1 日＝阪大音大企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」告知記事
・「リビング」

2011 年 7 月 9 日＝アカデミクッキング vol.11（栗栖教授）
・告知記事

・「シティライフ北摂 WEST」 2011 年 12 月号＝阪大音大企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」告知記事
・「マチゴト豊中・池田」

2011 年 12 月 1 日＝阪大音大企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」告知記事
2011 年 12 月 1 日＝「ベーゼンドルファー14920 演奏とお話」取材記事

・「ともも」

2011 年 4 月号〜2012 年 3 月号＝21 世紀懐徳堂の一般公開講座

告知記事

●書籍
・『夫源病 こんなアタシに誰がした』石蔵文信教授（大阪大学出版会）
2011 年 11 月 22 日発刊＝アカデミクッキングについて記載あり
●ケーブルテレビ
・JCOM

2011 年 11 月 21〜27 日＝阪大音大企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」告知
2011 年 12 月 19 日＝阪大音大企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」放映

成果

課題

募集告知、講座やイベント開催の様子や 21 世紀懐徳堂の
取り組み全体について、一般に発信することができた。
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告知や出講の感想をツイッターやブログで広めてくれる
講師もおり、個人レベルからの広報の有用性がみえてきた。

4.広報・情報発信

＞ 4-8. 学内媒体掲載実績

4-8. 学内媒体掲載実績
21 世紀懐徳堂の活動告知や開催報告について、学内の媒体に以下のような内容で掲載された。

（沢村 有生）

●社会と大学を結ぶ季刊情報誌『阪大ニューズレター』
vol.54

2011winter SPECIAL ISSUE 特集 社会貢献
江口太郎理事・副学長、永田靖企画会議議長のインタビュー掲載（カラー4P）

●学内広報誌『阪大 NOW』
2011 年 4 月号（No.124） ＝ ・研究者のアウトリーチ活動、社会との連携活動を支える大阪大学 21 世紀懐徳堂
「国民との化学・技術対話」大学窓口としての取り組みをスタート（「クローズ
アップ」カラー4P）
・研究者のアウトリーチ活動の支援について（
「広報・社学連携室」カラー1/4P）
2011 年 6 月号（No.125） ＝ ・第 5 回植物探検隊＠春の待兼山を訪ねて（「キャンパスニュース」カラー1/2P）
・大阪大学における東日本大震災復興支援／シンポジウム開催（「キャンパスニュ
ース」カラー1/3P）
・大阪大学【緊急】シンポジウム『震災の今とこれから』-私たちに何ができるの
か-開催（「トピックス」表 4

1P）

2011 年 8 月号（No.126） ＝ ・アウトリーチ活動のサポートについて（「役員室だより」カラー1/4P）
・第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂講座を開講します（
「インフォメーション」カラ
ー1P）
2011 年 10 月号（No.127） ＝ ・大阪大学アウトリーチ WEB を開設しました（「ナウスペシャル」カラー2P）
2011 年 12 月号（No.128） ＝ ・大阪大学 21 世紀懐徳堂、大阪音楽大学連携支援センター及び豊中市による連携
・協力事業の覚書取り交わしについて（「役員室だより」カラーP1/3）
・第 43 回大阪大学 21 世紀懐徳堂講座

創立 80 周年記念スペシャル「芸術する学

問」シリーズ開講（「創立 80 周年記念事業」カラー1P）
・イシバシ・ハンダイ映画祭（「キャンパスニュース」カラー1/4P）
2012 年 2 月号（No.130） ＝ ・大阪大学シンポジウム“日本、いまから・ここから”（「インフォメーション」カラ
ー1P）
●全学ディスプレイイシステム『O+PUS』
2011 年 1 月 17 日〜2 月 16 日＝イシバシ・ハンダイ映画祭・参加者募集
2011 年 12 月 20 日〜2012 年 1 月 13 日＝阪大音大企画「待兼山クリスマスコンサート 2011」放映
2012 年 2 月 10 日〜3 月 2 日＝第 4 回大阪大学シンポジウム「日本いまから ここから」告知
●Ustream 配信
2012 年 3 月 4 日 13:30〜17:45 ＝第 4 回大阪大学シンポジウム「日本いまから ここから」ライブ配信
成果

課題

『阪大 NOW』への掲載頻度、ボリュームともに昨年度に

新規取り組みの紹介は積極的に行ってきたが、定期的に

比べ、増加した。主に、今年度の新しい取り組みであるア

開講している講座の紹介などは、おろそかになってしまっ

ウトリーチや震災関連のシンポジウムについて、21 世紀解

た。広報係との関係が近いことから、より能動的に 21 世紀

読堂の動きを学内に案内することができた。

懐徳堂の事業を学内誌に提供していきたい。
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5.活動スペースの運営 ＞ 5-1. 活動スペースの概要

5-1. 活動スペースの概要
21 世紀懐徳堂は、2011 年 4 月にリニューアルオープンした大阪大学の 1F に、演劇を始めとするパフォーマンス
務オフィス併設）という独自のスペースを持ち、主催事業の会場として利用する他、他の部局などの社学連携事
業や授業の会場として提供している。

（川人 よし恵）

[仕様]
●21 世紀懐徳堂スタジオ
・面積／165 ㎡（縦 18.2m×横 9.1m）
・壁・天井／黒色、天井に照明吊用バトンをグリッド配置
・床／木製フローリング仕上げ（イベント内容により、リノリウム、パンチカーペットを敷くことが可能）
、平台
設置により階段状客席の設置も可
・設備／
設置済＝天井吊りプロジェクター、電動式スクリーン、天井蛍光灯、インターネット有線 LAN コンセント（グ
ローバル）あり
客席用＝イス（メモ台付き）80 脚
音響関係＝調整卓・アンプ、DVD デッキ、マイク（ワイヤレス 4 本）、スピーカ類
照明関係＝調光卓、スイッチボックス、調光ユニット、灯体（フレネルライト、凸ライト、PAR ライト、LED
ライト）、スモークマシン、その他機材類
舞台用＝平台・馬足・箱馬、ダンス用リノリウム、パンチカーペット
●楽屋
・面積／83 ㎡（ホール備品収納スペース兼用）
・設備／化粧前（洗面台・鏡付）2、折り畳みテーブル・椅子、ソファー、テレビ 1、
ホワイトボード 2 台、移動式パーティション 20 台
●ギャラリー
・面積／50 ㎡
・設備／可動式テーブル 12 台、椅子 14 席＋ソファー、テレビ（52 型）
、ブルーレイ、DVD デッキ、
パソコン（Win、Mac

各1台

※インターネット接続）

※テーブル・椅子は全て移動・組み合わせ可能
※ギャラリーには、カウンターをはさんで事務局が併設されている

スタジオ
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ギャラリー（左手奥がオフィススペース）
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5-2. 活動スペースの利用実績
耐震改修工事を終えて 2011 年 4 月から大阪大学会館がリニューアルオープンし、21 世紀懐徳堂スタジオおよび
ギャラリーの通常運用ができるようになった。21 世紀懐徳堂の主催事業の会場として利用する他、他部局の社学
連携イベントの開催場所として、また、21 世紀懐徳堂協力授業の教室として利用された。今年度のスタジオ、楽
屋およびギャラリーの利用状況をふりかえる。

（林

浄美）

[利用実績の概要]（2011 年 4 月〜2012 年 3 月）
・活動スペース全体の利用人数（イベント時の合計）／2,005 名
・ギャラリー利用人数（通常時＋イベント時の合計）／1,979 名
・スタジオ稼働率／月平均 29.4％（授業を含めると 63.9％）
・社学連携事業に関する使用件数／スタジオ 37 件、楽屋 26 件、ギャラリー3 件
・授業に関する使用回数／計 136 回（スタジオ＆楽屋 105 回、ギャラリー31 回）

多目的スタジオ利用風景／大阪大学創立 80 周年記念スペシャル 芸術する学問「歴史を見る視点」

成果

課題

2011 年度は 4 月からリニューアルオープンしたスタジオ、

通年で授業（21 世紀懐徳堂協力授業）の教室として使用

ギャラリーの運用が開始し、21 世紀懐徳堂協力授業や、各

されているため、社学連携事業としては、相対的に、夏休

種の社学連携事業に利用された。

み（8 月）、大学祭（11 月)の時期、春休み（2 月〜3 月）の

21 世紀懐徳堂の主催事業としては、スタジオにて、大阪

稼働率が高い。季節を問わず、コンスタントに多くの方に

大学創立 80 周年記念スペシャル芸術する学問「歴史を見る

来場してもらえるように、自主事業の企画や学内アウトリ

視点」や植物探検隊＠待兼山のレクチャーを開催。

ーチイベントの誘致をしていく必要がある。

また、8 月の「国際演劇学会」や「スーパーコンピュー

また、学生が主体となる社学連携イベントや夜間や土日

ティングコンテスト 2011 成果発表会・表彰式」、2 月の「ロ

利用のニーズも増えてきているので、効率よく充実した利

ボティクス演劇祭」などの各種イベントの会場として利用

用ができるよう、スタジオ運用ルールの整備が必要である。

され、多数の市民や他大学の研究者などが多く来場した。

また、大阪大学会館の講堂やアセンブリーホールでのイ

ギャラリーはリニューアル以前よりスペースが縮小され

ベントのついでに立ち寄る来訪者も考慮し、社学連携事業

たこともあり、イベントでの使用は少なかったが、授業や

の拠点として、学内外の方に気軽に立ち寄ってもらえるよ

ミーティングで多く利用された。

うな雰囲気・スペース作りもしていきたい。
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活動スペース利用人数内訳（スタジオ＋ギャラリー＋楽屋／イベント時）
利用人数
教職員

学生

学外者

総数

4月

8

0

59

67

5月

4

6

6

16

6月

22

40

30

92

7月

6

15

120

141

8月

30

55

321

406

9月

15

60

30

105

10 月

20

80

157

257

11 月

45

123

127

295

12 月

4

120

26

150

1月

12

63

71

146

2月

16

55

87

158

3月

2

168

23

193

合計

184

785

1,057

2,026

ギャラリー利用人数内訳（通常時＋イベント時の合計）（2011.4.1〜2012.3.21）
午前

（9:00〜13:00）

午後（13:00 以降）

合計

5

7

27

42

5

8

20

30

63

5月

2

23

2

75

102

5

111

7

49

172

7

134

9

124

274

6月

0

11

0

1

12

43

112

97

43

295

43

123

97

44

307

7月

4

30

12

14

60

9

190

28

55

282

13

220

40

69

342

8月

4

10

1

22

37

10

42

9

51

112

14

52

10

73

149

9月

0

7

2

6

15

2

27

8

12

49

2

34

10

18

64

10 月

3

5

3

6

17

5

66

4

15

90

8

71

7

21

107

11 月

3

15

6

2

26

6

115

2

34

157

9

130

8

36

183

12 月

1

7

4

11

23

2

21

0

9

32

3

28

4

20

55

1月

0

0

2

2

4

10

30

0

44

84

10

30

2

46

88

2月

2

6

56

66

130

1

20

67

115

203

3

26

123

181

333

3月

3

1

8

5

17

5

1

20

4

30

8

2

28

9

47

合計

24

118

109

213

464

101

740

249

458

1,548

125

858

358

671

2,012

総数

学生

3

学外者

教員

21

121

大学関係者

大学関係者

3

総数

学生

13

学外者

教員

3

総数

2

学外者

学生

大学関係者

教員

4月

5.活動スペースの運営 ＞ 5-2. 活動スペースの利用実績

スタジオ稼働率
2011

2010

利用日(土日含む）

稼働率(%)

利用日

稼働率(%)

( )は授業を

( )は授業を

( )は授業を

( )は授業を

含んだ数字

含んだ数字

含んだ数字

含んだ数字

稼働日

4月

14

2（8）

14.3（57.1）

6（10）

28.6（47.6）

5月

19

1（9）

5.2（47.4）

5（9）

27.8（50.0）

6月

22

3（14）

13.6（63.6）

6（12）

27.3（54.5）

7月

20

2（16）

10.0（80.0）

10（14）

47.6（66.7）

8月

20

12（13）

60.0（65.0）

9月

20

2（2）

10.0（10.0）

10 月

20

5（16）

25.0（80.0）

11 月

20

6（17）

30.0（85.0）

2010 年 4 月〜2011 年 3 月

12 月

19

7（16）

36.8（84.2）

耐震改修工事のため使用停止

1月

19

5（13）

26.3（68.4）

2月

21

11（12）

52.4（57.1）

3月

16

11（11）

68.8（68.8）

平均

19.2

5.6（12.3）

29.4（63.9）

6.8（11.3）

32.9（54.9）

＊４月：設備点検のため 4/11 から使用。
＊３月：停電断水日、レイアウト変更のため使用停止日あり。

2011 年度活動スペース使用回数（授業に関するスタジオまたはギャラリー使用について）
使用場所

授業名

スタジオ

楽屋

使用回数
ギャラリー

(回)

●

17

CSCD

金水教授

/地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門

CSCD

平田教授

/

パフォーミングアーツの世界

●

30

CSCD

平田教授

/

領域ゼミ（メディア技法と表現リテラシー）

●

20

CSCD

平田教授

/

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門

●

15

情報科学研究科
文学研究科

伊藤准教授

/

●

情報基礎セミナー

永田教授 / 社会連携活動の研究と実践

●

14
7

文学研究科 青木教授 / 応用日本語学･日本語教育演習

●

CSCD

●

1

平田教授

/ 社会人学び直しプログラム

●

26

教育実践センター尾池講師

/ 教育社会・制度学

●

3

経済学研究科

/ アジア環境マネジメント

●

2

●

1

深尾准教授

教育実践センター

井上教授

/ 全学共通教育科目基礎セミナー
合計

105

122

31

136

2011 年度活動スペース使用回数（社学連携に関するスタジオまたはギャラリー使用について）

使用責任者
月

使用日
所属

４
月

職名

使用時間

使用目的

氏名

スタジオ

学外者

総数

1 21世紀懐徳堂

特任研究員 澤村

4/17（日）

12:00～17:00 植物探検隊＠春の待兼山を訪ねて

●

4

0

33

37

2 21世紀懐徳堂

特任研究員 澤村

4/24（日）

12:00～17:00 植物探検隊＠春の待兼山を訪ねて

●

4

0

26

30

8

0

59

67

4

6

6

16

4

6

6

16

４月 合計
５
月

６
月

1 CSCD

准教授

西村

5/12（木）

５月 合計

９
月

6/9（木）

14:40～16:10 全学共通教育科目基礎セミナー

●

2

35

0

37

6/26（日）

12:00～18:00 大阪大学オペラ同好会 鑑賞会

●

15

5

10

30

3 21世紀懐徳堂

特任研究員 澤村

6/27（月）

14:00～16:00 豊中市文化行政実務担当会議研修会

●
3

0

0

1 21世紀懐徳堂

室長補佐

野瀬

7/6（水）

13:00～14:30 社学連携事業 門真第六中学体験授業

●

2 文学研究科

教授

金水

7/10（日）

9:00～18:00

地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
「まちかねておはこ祭り2011」

●

●

●

2

1

1

1 CSCD

特任講師

蓮行

8/2(火)

10:00～12:00 国際演劇学会に向けての会議

●

2 文学研究科

教授

永田

8/8（水）

9:00～21:00

国際演劇学会 劇団態変「ウリ･オモニ」

●

5

0

20

25

22

40

30

92

1

0

40

41

5

15

60

80
141

6

15

120

3

7

0

10

●

5

10

65

80

3 文学研究科

教授

永田

8/10（水）

9:00～23:00

国際演劇学会 劇団このしたやみ「二人で狂
う･･･好きなだけ」

●

●

3

7

40

50

4 文学研究科

教授

永田

8/11（水）

9:00～21:00

国際演劇学会 ジェミノイド後援「さようなら」

●

●

6

24

130

160

5 CSCD

教授

平田

8/12(金)､13(土)

9:00～20:00

6 サイバーメディアセンター 教授

菊池

8/25(木)､26(金)

9:00～17:00

7 教育実践センター教務係

都々木

8/28（月）

9:00～17:00

係長

1 サイバーメディアセンター 准教授

時田

9/11（日）

10:00～17:30

2 文学研究科

圀府寺

9/26（月）

14:00～19:00

10/8（土）

9:00～19:00

教授

－

－

アンドロイド注別のデータ入力、撮影

●

●

1

0

1

2

ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ2011成果発表会・
表彰式
イベン「アートと学校と社会から」の控室として
使用

●

●

10

5

45

60

８月 合計

7

公開講演会「東日本大震災と原発事故：いま
関西からできること」の控え室
公開講演会「Besides Pollock.The men in Lee
Krasner's Life」

●

９月 合計

1
●

2 21世紀懐徳堂

特任研究員 澤村

10/16（日）

12:00～17:00 植物探検隊＠秋の待兼山を訪ねて

3 CSCD

教授

平田

10/29（土）

10:00～18:30

4 21世紀懐徳堂

特任研究員 澤村

10/30（日）

12:00～17:00 植物探検隊＠春の待兼山を訪ねて

11/4（金)

9:00～18:00

－

－

●

大阪大学創立８０周年記念スペシャル芸術す
る学問「歴史を見る視点」講座

社会人学び直しプログラム「ワークショップデ
ザイナー育成プログラム」講座

0

0

●

2

2

40

44

6

30

55

321

406

●

5

10

10

25

●

10

50

20

80

2

15

60

30

105

●

10

80

80

170

4

0

25

29

2

0

28

30

4

0

24

28
257

●
●

●

●

１０月 合計

4

2

20

80

157

芸術する学問「ベーゼンドルファー1920演奏と
お話」準備、控室として使用

●

●

10

3

0

0

13

●

●

5

15

30

50

大学祭イベント「ビブリオバトル」・「教授の本
棚」
地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ入門
「ｲｼﾊﾞｼ・ﾊﾝﾀﾞｲ映画祭2011」懇親会

●

●

10

60

40

110

●

●

8

10

12

30
80

2 CSCD

特任講師

内野

11/5(土)

10:00～18:30 CSCD企画カフェ「琵琶」

3 学生部キャリア支援課

係長

岡本

11/6(日)

10:00～16:30

4 CSCD

教授

金水

11/19（日)

9:00～20:00

5 CSCD

特任准教授 久保田

11/23（水）

9:00～18:00

CSCDラボカフェ関連「ブラジル映画上映会」

●

●

10

35

35

6 人間科学研究科

教授

11/27（日)

12:00～20:00

GCOE主催イベント「民魂の音を聴く」（講演
会、音楽会、ﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

●

●

2

0

10

12

6

45

123

127

295
100

赤尾

6

0

准教授

中村

12/3(土)～12/5(月)

9:00～21:00

第２劇場「岸本愉香個展」公演

●

●

2

78

20

2 サイバーメディアセンター 准教授

竹蓋

12/11(日)､17(土)､
18(日)

9:00～20:00

ESS演劇「あなたは私のムコになる」

●

●

2

42

6

50

0

2

4

120

26

150

●

1

20

30

51

●

●

10

30

40

80

●

1

13

1

15

１２月 合計

2

日本語教師養成のための公開ワークショップ

●

1 文学研究科

教授

青木

1/13（金）

9:30～12:30

2 言語文化研究科

教授

生田

1/21（土）

12:00～18:00 シンポジウム「満洲の中のロシア」

1/24（火）、31（火）

13:00～16:00

大阪大学シンポジウム（3/4）演出・リハーサ
ル

3 21世紀懐徳堂

－

－

●
●
3

1

3

12

63

71

146

1 CSCD

特任講師

蓮行

2/12（日）～2/16（金）

9:00～22:00

ロボティクス演劇祭

●

●

●

14

17

70

101

2 文学研究科

教授

堤

2/21（火）

9:00～16:30

公共政策研究会 政策提案発表会

●

1

25

16

42

2/17（金）、24（金）、
27（月）、28（火）

13:00～16:00

大阪大学シンポジウム（3/4）演出・リハーサ
ル

●

1

13

1

15

1

16

55

87

158

●

●

1

68

13

82

●

●

1

100

10

111

3 21世紀懐徳堂

－

－

２月 合計

３
月

0

大澤

１月 合計

２
月

0

都々木

1 教育実践センター

１
月

1

事務長

１１月 合計
12
月

0

学生

係長

1 21世紀懐徳堂

11
月

0

教職員

2 保健センター

1 21世紀懐徳堂

10
月

楽屋

1 教育実践センター教務係

７月 合計

８
月

2

ギャラリー

●

18:00～21:30 オレンジカフェ「からだトーク」

６月 合計
７
月

使用人数

使用場所

NO

1 人間科学研究科

教授

前迫

2 文学研究科

教授

永田

3 21世紀懐徳堂

－

－

劇団ちゃうかちゃわん プロデュース
「歪に愛情」公演
アカペラスーパーライブ出演選考公開オー
3/17（土）～3/19（月） 8:15～18:00
ディション
大阪大学シンポジウム（3/4）演出・リハーサ
3/2（金）、3（土）
10:00～17:00
ル
3/5（月）～3/10（土）

9:00～21:00

３月 合計
総合計

123

3

1

●

●

1

13

1

15

3

0

3

2

168

23

193

37

3

26

184

785

1,057

2,026

６.組織の概要

＞ 6-1. 運営体制

6-1. 運営体制
21 世紀懐徳堂は、本部事務機構の企画部広報・社学連携事務室の一部門である。運営組織としては、広報・社学
連携室会議および、21 世紀懐徳堂運営委員会、21 世紀懐徳堂企画会議、21 世紀懐徳堂スタッフ会議の 4 段階の
検討の場を持ち、活動方針や事業内容等について検討している。

（川人 よし恵）

[運営体制]
●広報・社学連携室会議
・構成員／理事・副学長（広報・社学連携担当）、
理事が指名した教授 6 名、

広報・社学

本学の社学連携事業の

連携室会議

取り組み方針を検討

企画部長、学生部長、広報・社学連携事務室長、
オブザーバ
・開催頻度／毎月 2 回（第 2・4 水曜日午後）

21 世紀懐徳堂

・任期／2 年

運営委員会

21 世紀懐徳堂の
管理運営および活動方針の
検討と検証

●21 世紀懐徳堂運営委員会
・構成員／学主、
広報・社学連携事務室、教育・情報室から各 1 名

21 世紀懐徳堂

21 世紀懐徳堂の

企画会議

事業企画検討

・開催頻度／年 2 回程度

21 世紀懐徳堂

実際の運営および

・任期／2 年

スタッフ会議

事業実施の調整・相談

大学教育実践センター長、総合学術博物館長、
CSCD センター長、GLOCOL センター長、
企画部長、学生部長、
その他必要と認めた者

●21 世紀懐徳堂企画会議
・構成員／運営委員会委員長、
運営委員会副委員長、
関係部局からの協力教員複数名、
21 世紀懐徳堂スタッフ
・開催頻度／必要に応じて
・任期／定め無し
●21 世紀懐徳堂スタッフ会議
・構成員／21 世紀懐徳堂企画会議議長、
21 世紀懐徳堂スタッフ
・開催頻度／月 1 回程度
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広報・社学連携室会議
氏

名簿

名

所

属

任

期

江

口

太

郎

理事・副学長

2011.8. 26

〜

2015. 8.25

青

江

秀

史

高等司法研究科 教授

2010. 4. 1

〜

2012 3.31

小

川

哲

生

理学研究科 教授

2010. 4. 1

〜

2012 3.31

宇

野

公

之

薬学研究科 教授

2010. 4. 1

〜

2012 3.31

橋

爪

節

也

総合学術博物館 教授

2010. 4. 1

〜

2012 3.31

永

田

靖

文学研究科 教授

2010. 4. 1

〜

2012 3.31

望

月

正

人

工学研究科 教授

2010. 4. 1

〜

2012 3.31

尾

藤

広

幸

学生部長

三

郎

広報・社学連携事務室長

巽

［オブザーバー］
ウェブデザインユニット長

竹

村

治

雄

伊

藤

雄

一

ウェブデザインユニット准教授

(サイバーメディアセンター長）

［事務担当］
野

瀬

直

則

広報・社学連携事務室室長補佐

松

田

晃

蔵

広報・社学連携事務室社学連携係長

水

野

敬

仁

広報・社学連携事務室広報係長

尾

下

香

織

広報・社学連携事務室社学連携係主任

貝

原

亮

広報・社学連携事務室広報係主任

重

村

昌

利

広報・社学連携事務室社学連携係員

柿

木

俊

也

広報・社学連携事務室広報係員

浄

美

広報・社学連携事務室社学連携係員

祥

子

広報・社学連携事務室社学連携係員

林
中

西

［特任研究員］
荒

木

基

次

広報・社学連携事務室 21 世紀懐徳堂担当

沢

村

有

生

広報・社学連携事務室 21 世紀懐徳堂担当

川

人

よし恵

広報・社学連携事務室 21 世紀懐徳堂担当
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大阪大学 21 世紀懐徳堂運営委員会
氏

名簿（2012 年 3 月現在）

名

職

◎ 江 口 太 郎
○ 永 田

靖

名

理事（広報・社学連携室担当）
広報・社学連携室室員
教育・情報室室員

藤

眞由美

橋

爪

節

也

総合学術博物館長

三

成

賢

次

コミュニケーションデザイン・センター長

大

橋

一

友

グローバルコラボレーションセンター長

尾

藤

広

幸

学生部長

雅

行

木

下

タロウ

野

村

美

明

期

21 世紀懐徳堂学主

工

平

任

大学教育実践センター長

懐徳堂関係
（文学部懐徳堂センター長）
適塾関係（免疫学フロンティア研究センタ
ー教授）
国際公共政策研究科教授

2010. 4. 1

〜

2012. 3.31

2010. 4. 1

〜

2012. 3.31

2010. 4. 1

〜

2012. 3.31

◎委員長、○副委員長

[事務担当]
氏
巽
野

瀬

名

職

名

三

郎

広報・社学連携事務室室長

直

則

広報・社学連携事務室室長補佐
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任

期

大阪大学 21 世紀懐徳堂企画会議
カテゴリー

名簿（2012 年 3 月現在）

所属・職

氏名

オブザーバー

21 世紀懐徳堂学主／理事・副学長

江口

太郎

教員

文学研究科 教授

永田

靖

文学研究科 教授

金水

敏

文学研究科 教授

伊東

信宏

理学研究科 教授

中嶋

悟

医学系研究科 教授

仲野

徹

工学研究科 教授

森

工学研究科 准教授

鈴木

毅

工学研究科 准教授

小浦

久子

言語文化研究科 准教授

井元

秀剛

総合学術博物館教授

橋爪

節也

大学教育実践センター 准教授

中村

征樹

世界言語研究センター 准教授

古谷

大輔

CSCD 教授

平田 オリザ

CSCD 招へい教授

高島 幸次

サイバーメディアセンター 教授

菊池

誠

21 世紀懐徳堂特任研究員

荒木

基次

21 世紀懐徳堂特任研究員

沢村

有生

21 世紀懐徳堂特任研究員

川人

よし恵

広報・社学連携事務室長

巽

三郎

広報・社学連携事務室長補佐

野瀬

直則

同上

社学連携係員

林

浄美

同上

社学連携係員

中西

祥子

企画実務

職員
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勇介

備考
21 世紀懐徳堂運営委員会委員長
議長（広報・社学連携室員）

6.組織の概要 ＞ 6-2. スタッフ

6-2. スタッフ
21 世紀懐徳堂のスタッフは、学主および担当教員、特任研究員、事務職員で構成されている。実務レベルで特任
研究員と事務職員が密にコミュニケーションをとることで目的意識を共有しながら、日々の業務の円滑な運営を
目指している。

（川人 よし恵）

（2012 年 3 月現在）
学主

理事・副学長

江口

太郎

21 世紀懐徳堂企画会議議長

文学研究科教授

永田

靖

企画実務

特任研究員

荒木

基次

特任研究員

沢村

有生

特任研究員

川人

よし恵

広報・社学連携事務室長補佐

野瀬

直則

同上

社学連携係員

林

浄美

同上

社学連携係員

中西

祥子

事務職員

[編集後記に代えて]
2011 年 3 月下旬、21 世紀懐徳堂は、元旧制浪高の校舎「イ
号館」が生まれ変わった「大阪大学会館」の 1F に新しい拠点
を構えました。大阪大学の社学連携事業に関する情報を随時
提供している他、活動スペースとしてスタジオとギャラリー
も併設していますので、お気軽にご利用ください。
21 世紀懐徳堂が発足してから 4 年目を終え、大阪大学とい
う大きな組織の中で事業展開する難しさの一方で、徐々に社
学連携活動の輪が広がりつつある手ごたえを感じつつ、スタ
ッフ一同、日々業務に取り組んでいます。引き続きご支援・
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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