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七夕講演会「夜空のムコウ-いちばんとおい夢-」

宇宙のはじまりっていつ、どんな風だったんだろう。
宇宙の果てはどうなっているのかな。
なんて考えたことはありませんか？疑問のつきない宇宙の謎について、二人の研究者がわかりやすくお話ししま
す。
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■･･･休館日
※月・日をクリックしていただくとイベ
ントの一覧がご覧いただけます。

イベント情報

科学教室

サイエンスショー

天体観望会

特別展・企画展

講演・講座・ワークショップ

その他のイベント

過去のイベント

つくばエキスポセンターは最新の科学技術や身近な科学などに親しんで頂ける施設です。世界最大級のプラネタリウムや科学・技術に関する体験型の展示物を備え、見て、触って、楽しく学べる科学館です。

●サイトポリシー ●プライバシーポリシー ●リンク集 ●サイトマップ ●プレスリリース ●採用情報

07/05 おとなのためのサイエン
ス講座『植物のかたちとそれにか
かわる光の話』

07/07 おとなのためのサイエン
ス講座『発電を考える』

07/08 科学教室（7月）「バラ
ンストンボ」

07/09 科学教室（7月）「バラ
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おはなし　１　「宇宙のはじまりはいつ？」
講師：郡 和範 氏 （高エネルギー加速器研究機構 ・総合研究大学院大学　准教授）

おはなし　２　「宇宙の果てってどんなかな？」
講師：瀬川　優子氏（総合研究大学院大学　博士課程）

2017年7月1日（土）

12:45～13:45、15:15～16:15

主に小中学生（※大人の方もご参加いただけます）

各回30名
※事前申込の無い方も当日参加が可能です。
※事前申込いただいた方には、KEKグッズをプレゼント。

2階　創造の森”ワンダーラボ“

このページ下部にある申込フォームからお申し込みください。
※当日参加も可能です。
※事前申込いただいた方には、KEKグッズをプレゼント。

無料（入館料は別途必要）

所属：高エネルギー加速器研究機構 ・総合研究大学院大学　准教授
氏名：郡　和範（こおり　かずのり）氏

【略歴】
2000年　東京大学大学院　理学研究科　物理学専攻　博士課程　修了
2004年　米ハーバード大学　ハーバード・スミソニアン天体物理学センター　博士研究員
2006年　英ランカスター大学　物理学科　研究助手
2009年　東北大学大学院　理学研究科　物理学専攻　助教
2010年　高エネルギー加速器研究機構　助教
2012年　高エネルギー加速器研究機構　研究機関講師
を経て2014年に現職。その間、京都大学、東京大学、大阪大学の博士研究員に従事。

【研究内容】
宇宙論・宇宙物理学の理論研究（キーワード：ビッグバン元素合成、ダークマター、インフ
レーション宇宙論、ニュートリノ宇宙物理学、宇宙線、21cm線宇宙論、CMB、バリオン数
生成、ダークエネルギー、ブラックホール、重力波など）

所属：総合研究大学院大学　博士課程
氏名：瀬川　優子（せがわ　ゆうこ）氏

■開館時間
9：50～17：00（入館は16：30ま
で）

■今月の休館日
3日,10日,18日
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【研究内容】
宇宙最古の光と言われるCMB（宇宙マイクロ波背景放射）を観測することで、宇宙がどのよ
うに始まったのかを研究しています。

高エネルギー加速器研究機構（KEK）　担当：髙橋　029-879-6054
つくばエキスポセンター　担当：望月　029-858-1100

このイベントの応募期間は終了しています。
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