2019年度東北工業大学市民公開講座一覧
学習意欲旺盛な学生や市民の皆さまが、学びたい内容をより選びやすいよう、2019年度は講座にテーマを設定しました。
6つのテーマ（暮らし、地域、人文社会、理数、電気通信、デザイン）の中から興味のある講座を見つけて、ぜひお気軽に
ご参加ください！参加無料、予約不要です。
〇テーマ
域 ：地場産品/創業/地域活性化/防災・減災
暮 ら し ：医療/健康福祉/身の周りの機器/経済/省エネ 地
人 文 社 会 ：言語学/文学/教育/心理学
理
数 ：物理学/数学/化学
電 気 通 信 ：電気工学/通信工学/デバイス
デザイン ：デザイン全般

会場：東北工業大学一番町ロビー 2階ホール
No.

開講日

開講時間

講座タイトル

テーマ

464 5/24（金）

18：00-19：30 電気通信 衛星リモートセンシングとその応用

465 5/31（金）

18：00-19：30 地

467

6/4（火）

域 会計による中小企業支援

18：00-19：30 電気通信 現場で活躍するロボットの開発

468 6/14（金）

18：00-19：30 デ ザ イ ン クラフト・工芸とデザイン

470 6/28（金）

18：00-19：30 電気通信

471

7/5（金）

法科学における音声・聴覚の基礎
知識
アメリカの大学は日本の大学と何
18：00-19：30 人文社会
が違うのか

472 8/23（金）

15：00-16：30 暮 ら し アダプテッド・スポーツの紹介

473 8/23（金）

18：00-19：30 地

474 8/27（火）

浦戸諸島の防災環境と東日本大
震災
化学物質とリスク 〜日常生活環
18：00-19：30 暮 ら し
境・行動の影響 〜
域

475 8/30（金）

18：00-19：30 電気通信 半導体産業の今後の展望

477 9/27（金）

18：00-19：30 人文社会

478 10/4（金）

18：00-19：30 デ ザ イ ン デザインとブランディング

対人コミュニケーションについて考
えてみよう

改良版動態モデルで評価した安定
18：00-19：30 暮 ら し ヨウ素剤投与の内部被ばく線量低
減効果について(仮題)
生業景のとうほく コアトリエ研究
480 10/25（金） 16：00-17：30 地
域
開発プロジェクト報告
479 10/8（火）

481 10/25（金） 18：00-19：30 地

域 未定

18：00-19：30 地

域 未定

483 11/22（金） 16：00-17：30 地

域 未定

484 11/22（金） 18：00-19：30 地

域

482 11/8（金）

485 11/23（土）

未定

ホールをはじめとした大規模複合
施設の避難計画のあり方

「使い手・つなぎ手・作り手の協創
暮 ら し によるPLを学ぶ」
―第6回東北工業大学製品安全シンポジウムー

講師名
河野 公一
（情報通信工学科 准教授）
成川 正晃
（経営コミュニケーション学科 教授）
藤田 豊己
（電気電子工学科 教授）
永山 雄大
（クリエイティブデザイン学科 助教）
木戸 博
（情報通信工学科 教授）
中島 夏子
（教職課程センター 准教授）
本田 春彦
（共通教育センター 准教授）
小関 公明
（建築学科 助教）
内田 美穂
（環境エネルギー学科 教授）
内野 俊
（電気電子工学科 教授）
宮曽根 美香
（経営コミュニケーション学科 教授）
大矢 隆一
（クリエイティブデザイン学科 教授）
梅田 健太郎
（共通教育センター 教授）
大沼 正寛
（安全安心生活デザイン学科 教授）
菅原 景一
（都市マネジメント学科 助教）
北條 俊昌
（都市マネジメント学科 准教授）
高橋 敏彦
（都市マネジメント学科 教授）
畠山 雄豪
（安全安心生活デザイン学科 准教授）
菊地良覺
（安全安心生活デザイン学科 教授）

大石 洋之
（建築学科 講師）
競争社会における共生のヒント(仮 穴澤 正宏
数
487 11/29（金） 18：00-19：30 理
題)
（環境エネルギー学科 教授）
ヒトiPS細胞由来ニューロンにおけ 鈴木 郁郎
488 12/3（火） 18：00-19：30 電気通信
るAIを用いた薬効予測
（電気電子工学科 准教授）
「光画」のメカニズムーphotography 猿渡 学
489 12/6（金） 18：00-19：30 人文社会
古今東西ー
（経営コミュニケーション学科 准教授）
486 11/26（火） 18：00-19：30 地

域 地域景観評価と無電柱化（仮題）

No.

開講日

開講時間

テーマ

講座タイトル

講師名

新井 敏一
（共通教育センター 教授）
野本 俊裕
491 12/20（金） 18：00-19：30 電気通信 電波はともだち(仮題)
（情報通信工学科 教授）
超臨界流体：コーヒーからドライク 佐藤 善之
492 2/7（金） 18：00-19：30 暮 ら し
リーニングまで
（環境エネルギー学科 教授）
坂手 勇次
493 2/14（金） 18：00-19：30 デ ザ イ ン デザインと経営
（クリエイティブデザイン学科 教授）
※（未定）や（仮題）と表記されている講座につきましては、決まり次第、随時更新いたします。
490 12/13（金） 18：00-19：30 理

数 極低温のふしぎな世界

〇東北工業大学一番町ロビー ２階ホールへのアクセス
・市営地下鉄東西線
仙台駅より八木山動物公園方面の地下鉄に乗車し「青葉通一番町駅」下車。
「南1番出口」からサンモール一番町アーケードを南へ徒歩3分。
・市営バス・宮城交通バス
仙台駅西口バスプール11番・12番乗り場よりバスに乗車し「青葉通一番町駅」下車。
サンモール一番町アーケードを南へ徒歩3分。
※２階ホールへは、右図の「正面入口」からお入りください。

「学都仙台コンソーシアム サテライトキャンパス市民公開講座」一覧
会場：仙台市市民活動サポートセンター 6階セミナーホール

No.

開講日

466

6/1（土）

469 6/15（土）
476 9/21（土）

開講時間

テーマ

講座タイトル

講師名

小川 和久
（教職課程センター 教授）
和の伝統美をさぐる～日本建築の 中村 琢巳
13：00-14：30 人文社会
素材と技法
（建築学科 講師）
野家 伸也
15：00-16：30 人文社会 第一次世界大戦の意味
（共通教育センター 教授）

13：00-14：30 人文社会 通学路の安全を推進するために

「学都仙台コンソーシアム サテライトキャンパス市民公開講座」につきましては、申込制となっております。
申 込 方 法 ／FAXまたはEメールに講座名、氏名、住所、電話番号を記入して開催日の1週間前までにお申し込みください。
申 込 受 付 ／6月の講座は5月1日開始、9月の講座は8月1日開始
申込先

東北工業大学一番町ロビー
FAX：022-263-8606 E-mail：lobby@tohtech.ac.jp

〇仙台市市民活動サポートセンターへのアクセス
・市営地下鉄南北線
仙台駅より泉中央方面の地下鉄に乗車し「広瀬通駅」下車。
広瀬通駅 西５番出口前。

問い合わせ先： 東北工業大学一番町ロビー
〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-3-1（TMビル内）
TEL：022-723-0538 FAX：022-263-8606 E-mail：lobby@tohtech.ac.jp
開館時間／10：00 ～ 18：00

