大阪大学理学部・大学院理学研究科が平成27年度に実施したアウトリーチ活動をご紹介します。
☆体験入学や公開講座など
イベント名

主催

開催日

対象

大阪大学いちょう祭

理学部・理学研究科

平成27年5月1日〜2日

一般

理学部同窓会講演会

理学部同窓会

平成27年5月2日

同窓会員、一般

化学科一日体験入学

化学科

平成27年8月8日

高校生

ひらめき☆ときめきサイエンス

日本学術振興会

高校生のための公開講座

数学科

平成27年8月11日

高校生、一般

理学部オープンキャンパス2015

理学部・理学研究科

平成27年8月11日

高校生

高校生のための分子生物学実習

生物科学科

平成27年8月26日〜28日

高校生

生物科学科

平成27年10月18日

高校生、高校教員

理学部一般公開

「素数定理の証明にふれてみよう」

ジャイアントインパクト
高校生のためのタンパク質科学実習 －ホタ
ライトを用いた科学的キャリア教育－
最先端の物理を高校生に

平成27年11月22日
物理学科

平成27年10月17日〜11月21日 高校生

Saturday Afternoon Physics 2015
新規医療イノベーションのためシンポジウム 理学研究科、医学系研 平成27年10月21日
2015

学生、教職員、一般

究科、核物理研究セン
ター

大阪大学まちかね祭

理学部・理学研究科

平成27年11月1日〜3日

一般

大阪大学、理学研究

平成27年11月16日

学生、教職員、一般

理学研究科施設開放
国際シンポジウム「南部陽一郎の物理学」

科、物理学専攻
高大連携・化学教育セミナー

化学科

平成27年12月26日

高校教員、大学教員

高校生のための分子生物学実習

生物科学科

平成27年12月27日〜29日

高校生

平成28年3月11日

学生、教職員、一般

通年

高校生

ジャイアントインパクト
第８回 理学研究フォーラム／第４回 研究交 理学部・理学研究科
流セミナー
大阪大学グローバルサイエンスキャンパス

大阪大学

SEEDSプログラム

☆出張講義など
開催地

開催日

対象等

大阪府立富田林高等学校

平成27年4月

大阪府立富田林高等学校

兵庫県立兵庫高等学校

平成27年4月11日

兵庫県立兵庫高等学校

山口県立下関西高等学校

平成27年6月5日

山口県立下関西高等学校

私立早鞆高等学校

平成27年6月6日

私立早鞆高等学校

熊本県立人吉高等学校

平成27年6月19日

熊本県立人吉高等学校

土佐塾高等学校

平成27年6月20日

土佐塾高等学校

高槻高校

平成27年6月22日

高槻高校

私立開智高等学校

平成27年7月

私立開智高等学校

大阪府立大手前高等学校

平成27年7月8日

大阪府立大手前高等学校

私立明星高等学校

平成27年7月9日

私立明星高等学校

三重県立上野高等学校

平成27年7月13日

三重県立上野高等学校

大阪府立岸和田高等学校

平成27年8月26日

大阪府立岸和田高等学校

西宮市立西宮東高校

平成27年9月2日

西宮市立西宮東高校

三重県鈴鹿中学校・高等学校

平成27年9月24日

三重県鈴鹿中学校・高等学校

西宮市立西宮東高等学校

平成27年10月5日

西宮市立西宮東高等学校

三重県立津高校

平成27年10月16日

三重県立津高校

阪大核物理研究センター

平成27年10月21日

私立開明高等学校

奈良県立奈良高校

平成27年10月30日

奈良県立奈良高校

徳島県立富岡東高等学校

平成27年11月4日

徳島県立富岡東高等学校

西宮市立西宮高校

平成27年11月6日

西宮市立西宮高校

和歌山県立向陽高校

平成27年11月11日

和歌山県立向陽高校

京都府立洛東高校

平成27年11月24日

京都府立洛東高校

大阪府立大手前高等学校

平成27年11月25日

大阪府立大手前高等学校

河合塾

平成27年12月11日

河合塾

大阪大学理学研究科

平成28年1月9日～1月
11日

部局概要説明・模擬授業
大阪教育大学附属高等学校天王

大阪教育大学附属高等学校天王寺校

平成28年1月30日

寺校（第2回課題研究評価研究
会における講演）
「サイエンスフェア in 兵庫」

神戸国際展示場

平成28年1月31日

大阪府立大手前高等学校

平成28年2月3日

大阪府立大手前高等学校

高槻高校

平成28年2月20日

高槻高校

大阪大学理学研究科

平成28年3月30日

部局概要説明・模擬授業

イベント名

主催

開催日

対象

生物科学専攻・大学院入試説明会

生物科学専攻

平成27年4月13日

受験生

物理学専攻・大学院入試説明会＠東京

物理学専攻

平成27年6月6日

受験生

化学専攻・大学院入試説明会

化学専攻

平成27年6月6日

受験生

高分子科学専攻概要説明

高分子科学専攻

平成27年6月6日

受験生

生物科学専攻

平成27年6月8日

受験生

物理学専攻・大学院入試説明会

物理学専攻

平成27年6月13日

受験生

宇宙地球科学専攻・大学院入試説明会

宇宙地球科学専攻

平成27年6月13日

受験生

高分子科学専攻概要説明

高分子科学専攻

平成27年6月20日

受験生

高校生の課題研究発表に対する
評価

☆入試説明会や研究室見学など

オープンラボ

研究室紹介・見学
生物科学専攻・大学院入試説明会
オープンラボ

研究室紹介・見学

☆研究科外・学外で実施されたイベント、テレビ・ラジオ出演など
イベント名（参加教職員名）

主催

ラボカフェスペシャル×サーチプロジェクト アートエリアB１

開催日

場所

対象

平成27年4月10日

アートエリアB１（なに

一般

関連企画：知と感性のネットワークシリー

わ橋）

ズ「ニュー”コロニー/アイランド”」オープ
ンミーティング（生物・上田昌宏教授）
日本地球惑星科学連合 連合大会 2015年大会 宇宙地球科学専攻

平成27年5月24日～5月28日

幕張メッセ

大学院受験生候
補

CSCD10周年記念ラウンドテーブル：越境す 大阪大学コミュニケー 平成27年6月3日

大阪大学会館１階

る⼒（教養）―これからの⼤学における⾼

ションデザイン・セン

大阪大学21世紀懐徳堂ス

度教養教育の可能性と課題（物理・下田正

ター（CSCD）

タジオ

一般

教授）
ラボカフェスペシャル×サーチプロジェクト アートエリアB１

平成27年6月27日

関連企画： 知と感性のネットワークシリー

アートエリアB１（なに

一般

わ橋）

ズ クロージングトー ク「アート＆サイエン
ス『ニュー"コロニー / アイラン ド"』のそ
の先へ」 （生物・上田昌宏教授）
第87回中崎北天満サイエンスカフェ『ブ

北天満地域活動協議

ラックホールを見る？』（宇宙地球・林田

会、他

平成27年8月2日

天五中崎通り商店街

一般

平成27年8月6日～8月8日

国立女性教育会館

女子中高生

清 准教授）
「女子中高生夏の学校２０１５～科学・技

国立女性教育会館

術・人との出会い～」ポスター・実験演示
ディスカバリーキッズ科学実験館〜コズミッ ディスカバリージャパ 平成27年8月29日～8月30日

大阪大学豊中キャンパス 小学3-6年生と

クカレッ ジ2015 in関⻄ 〜「もうひとつの

ン株式会社、国立研究

法経講義棟

地球へ、⼤冒険！」（宇宙・寺田健太郎教

開発法人宇宙航空研究

授）

開発機構

未知を楽しむ教養 −⼈体から宇宙まで（宇

大阪大学ドイツ文化研 平成27年9月26日

宙・植田千秋准教授）

究会60周年記念事業実

その保護者

大阪大学中之島センター 一般

行委員会
第31回湯川記念講演会

大阪大学総合学術博物 平成27年10月11日

大阪大学中之島センター 高校生以上の学

館湯川記念室

10階 佐治敬三メモリアル 生及び一般の

共催：日本物理学会大

ホール

方々

阪支部
知デリ in 3331 Arts Chiyoda 「モノとコト

大阪大学コミュニケー 平成27年10月12日

3331 Arts Chiyoda １Fコ 一般

バの 『地』平」（宇宙・佐伯和人准教授）

ションデザイン・セン

ミュニティースペース

ター（CSCD）
⼤阪⼤学総合学術博物館 第18回企画展「魅 大阪大学総合学術博物 平成27年10月25日～平成28年1 大阪大学総合学術博物館 一般
惑の美 Crystal ―最先端科学が拓く新しい結 館、大阪大学蛋白質研 月16日
晶の魅⼒―」

究所
共催/大阪大学大学院
理学研究科、Protein
Data Bank Japan
協力/日本結晶学会、
リガク㈱、日本電波
㈱、㈱福田結晶技術研
究所、㈱イーディー
ピー、大阪大学21世紀
懐徳堂

待兼山修学館

ラボカフェ 知デリ「まなざしの交差点〜物

アートエリアB1

平成28年3月27日

理学者と詩⼈の邂逅」（物理・橋本幸士教

アートエリアB１（なに

一般

わ橋）

授）
サーチプロジェクトvol.5「ニュー"コロニー アートエリアB1
/ アイランド 2" 〜災害にまつわる所作と対
話〜]（宇宙・佐伯和人准教授）

平成28年3月11日～6月28日

アートエリアB１（なに
わ橋）

一般

