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講座・催し物講座・催し物

講座

アカデミア講座 後期  自然科学 科学・サイエンス

【24】総合研究大学院大学講師陣による「科学探究講座」
国立大学法人総合研究大学院大学は、日本を代表する研究機関で活躍する一
流の研究者が、最先端研究施設をもちいて次世代の若手研究者を育成する大
学院大学です。各分野の最前線で研究する科学者が登壇し、研究内容や成
果・課題等をわかりやすく講義します。

※この講座は対面での実施が難しくなった場合、「Zoom」を使ったオンライ
ン講座に切り替えます。
（オンライン講座についてはコチラ、受講準備についてはコチラを事前にお
読みください。）
対面からZoomに変更になる場合は、必ず事前にアカデミー文京からご連絡
し、受講されるかどうかを確認させていただきます。

●●受受講の際のお願い●講の際のお願い●　　　　　　　　　　　　　　　
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・ソーシャルディスタンスを確保してご受講いただきます。
・近距離での会話や大声での発声はお避けください。
・マスク着用の上でご受講ください。
・消毒液を準備しますので、手指の洗浄・消毒にご協力をお願いします。
・以下の方は、受講をご遠慮ください。
　①　平熱より高い発熱がある方
　②　体調がすぐれない方（例：発熱・咳・咽頭痛・味覚障害等の症状）
　③　同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる方
　④　入国制限・観察期間等がある海外から2週間以内に帰国された方又は該
当者と濃厚接触した方
　⑤　受付で非接触式体温計にて検温の結果、37.5℃以上の発熱があった方
（検温はスタッフが実施します。）
・その他感染症予防に必要な対応が発生した場合には、ご協力をお願いしま
すので、あらかじめご了承ください。

概要概要

開催日程 2021年9月25日（土曜日）～2021年12月18日（土曜日） 【全4回】

対象 文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）

定員 20名（抽選）

料金 受講料：3,200円
※受講料は口座振込またはアカデミー文京窓口（文京シビックセンター地
下1階）支払いとさせていただきます。
（詳細は、抽選後に通知します。）

お問い合わせ アカデミー文京　学習推進係　TEL 03-5803-1119

※手話通訳が必要な場合は、申込時にアカデミー文京までお問い合わせください。
※受講は当選者ご本人に限ります。
※今後の状況により、開講直前に中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※緊急のご連絡を電話ですることがあります。申し込みの際は必ず連絡の取れる番号をお知らせ
ください。

https://www.b-academy.jp/manabi/060401.html%23


開催日時詳細

日本犬の成り立ちをゲノムから探る

開催日 2021年9月25日 時間 10時30分～12時

会場 アカデミー文京::学習室 講師 総合研究大学院大学 先導科学研究
科 助教　寺井 洋平

素粒子物理学ことはじめ　―加速器だから見える世界―

開催日 2021年10月30日 時間 10時30分～12時

会場 アカデミー文京::学習室 講師 総合研究大学院大学・素粒子原子核
研究所教授　三原 智

核融合と地球のための超伝導マグネット技術

開催日 2021年11月27日 時間 10時30分～12時

会場 アカデミー文京::学習室 講師 総合研究大学院大学・核融合科学研
究所教授　柳 長門

宇宙の始まりと反物質

開催日 2021年12月18日 時間 10時30分～12時

会場 アカデミー文京::学習室 講師 総合研究大学院大学・素粒子原子核
研究所准教授　郡 和範

9月3日（金）をもちまして、受付を終了させていただきました。定員に余裕がある場合9月3日（金）をもちまして、受付を終了させていただきました。定員に余裕がある場合
は、2次募集を行います。詳しくは、下記へお問い合わせください。は、2次募集を行います。詳しくは、下記へお問い合わせください。

アカデミー文京　学習推進係　TEL　03-5803-1119アカデミー文京　学習推進係　TEL　03-5803-1119



ホール・会議室の貸し出し、貸館公演についホール・会議室の貸し出し、貸館公演につい
てて  
電話：03-5803-1100電話：03-5803-1100
（施設管理係 ：9時～20時　年末年始・休館日除く）

主催・共催公演について主催・共催公演について
電話：03-5803-1103電話：03-5803-1103
（ホール事業係：平日9時～17時　年末年始・休館日
除く）

アカデミア講座・講演会等についてアカデミア講座・講演会等について
電話：03-5803-1119電話：03-5803-1119
（学習推進係：平日9時～17時　年末年始・休館日除
く）

公益財団法人文京アカデミーについて公益財団法人文京アカデミーについて
電話：03-5803-1102電話：03-5803-1102
（庶務係：平日9時～17時　年末年始・休館日除く）
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