令和３年７月１２日

報道資料
公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

けいはんな学研都市７大学連携

「市民公開講座２０２１」開催（ご案内）
～ ９月３日(金)から、連続３回毎週金曜日にオンライン（Webセミナー形式）にて開催 ～
けいはんな学研都市 (関西文化学術研究都市) に立地する大学では、平成１２年から毎年秋に共同企画に
よる市民公開講座を開催しています。本年も、市民の方々により親しみのもてる けいはんな学研都市７大
学連携「市民公開講座２０２１」として、９月３日(金)から、毎週金曜日に３週連続で開催します。国立国
会図書館も１講座を担当します。
今回は全講座をオンライン（Webセミナー形式）にて開催し、一部の講座は、全講座終了後の１０月１日
（金）より録画配信（別途申込要）も行ないます。

＜けいはんな学研都市７大学連携「市民公開講座２０２１」開催概要＞
１．開催趣旨
けいはんな学研都市７大学連携「市民公開講座２０２１」は、けいはんなから「知の発信」をキーワー
ドに、多くの方々に関心の高い分野について、専門の講師が最新の研究事例に基づいて分かりやすく
解説します。
２．主催者等
主 催：(公財)関西文化学術研究都市推進機構、国立国会図書館、奈良先端科学技術大学院大学、
同志社大学、同志社女子大学、大阪電気通信大学、京都府立大学、奈良学園大学、京都大学
事務局：(公財)関西文化学術研究都市推進機構
後 援：(公財)国際高等研究所、(株)けいはんな
３．開催日時
第１回 令和３年９月 ３日（金）
１３：００～１６：４５
第２回 令和３年９月１０日（金）
１３：００～１６：３５
第３回 令和３年９月１７日（金）
１３：００～１５：１５
※それぞれの内容は「８.講座内容」のとおり。
４．開催方法
オンライン（Webセミナー形式）、一部講座を後日録画配信
５．受 講 料：無 料
６．定

員：各回とも２００名（申込み制、先着順）

７．申込方法：下記申込ページより、必要事項を入力のうえお申し込みください。
・申込ページ： https://www.kri.or.jp/contact/shiminkouza2021.html
（後日録画配信の閲覧申込は、別途 https://www.kri.or.jp/ よりご確認ください。）
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８．講座内容（講師の敬称略）
＜第１回： 令和３年 ９月３日（金）＞
① 13:05～14:05
国立国会図書館 関西館資料展示関連講演
京都先端科学大学 バイオ環境学部食農学科 特任教授

ふじいたかお

藤井孝夫

農学「宇治茶のイノベーション ～嗜好の荒野を開拓した人たち～」＜後日配信あり＞
※ 引き続き、関西館資料展示説明(14:05～14:15)を実施。
② 14:30～15:30

同志社大学 理工学部 教授

せんだじろう

千田二郎

理工学「環境・エネルギー問題と持続可能な低炭素社会の構築に向けて
～京都府けいはんな地域での低炭素社会実証事業のご紹介～」＜後日配信あり＞
い た い あきひろ

③ 15:45～16:45
京都府立大学 生命環境科学研究科 教授 板井章浩
農学「果樹の栽培化と多様性の機構 ～より甘くておいしい品種の開発に向けて～」
＜第２回： 令和３年 ９月１０日（金）＞
① 13:05～14:05

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科物質創成科学領域
教授

うらおかゆきはる

浦岡行治

電子工学「AI の進化を支える半導体プロセス・デバイス技術
～奈良先端大発、薄膜加工プロセスの最先端～」＜後日配信あり＞
② 14:20～15:20

同志社女子大学 薬学部医療薬学科 特別任用教授

せきもと ひ ろ み

関本裕美

健康・医療薬学「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防と治療
～ポストコロナを迎えるにあたって ワクチンと治療薬～」＜後日配信あり＞
③ 15:35～16:35

京都大学 農学研究科附属農場 助教

にしむら か ず さ

西村和紗

作物育種学「四倍体古代コムギから見出された新規早生遺伝子
～国産コムギの安定生産を目指して～」
＜第３回： 令和３年 ９月１７日（金）＞
① 13:00～14:00

大阪電気通信大学 工学部建築学科 准教授

きたおさとこ

北尾聡子

建築構造工学「建物のつよさの秘密 ～調べる・壊す・予測する～」
② 14:15～15:15

奈良学園大学 保健医療学部リハビリテーション学科長・教授

つ じ し た もりひろ

辻下守弘

リハビリテーション科学「ブレインテックの驚異 ～次世代脳トレとリハビリテーション～」
＜後日配信あり＞

＜本件に関するお問合せ先＞

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

https://www.kri.or.jp/

事業推進部 松葉、中尾
京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザ ラボ棟３Ｆ
TEL：0774-95-6127 FAX：0774-95-5104
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けいはんな学研都市 大学連携

市民公開
講座
参加費
無料

2021

定員各回

200名

https://www.kri.or.jp/contact/shiminkouza2021.html

9月3日(金)、10日(金)、17日(金) いずれも13:00〜
オンライン開催（Webセミナー形式）

問合せ：(公財)関西文化学術研究都市推進機構「市民公開講座２０２１」担当

申込

日時 方法

けいはんなから「知の発信」申込みはこちらから

要申込

（Web受付のみ）

khn-shiminkouza@kri.or.jp

けいはんな学研都市 (関西文化学術研究都市) に立地している７つの大学
と国立国会図書館関西館との共同企画により、けいはんな学研都市７大学
連携市民公開講座を、
９月３日から、毎週金曜日に３週連続で開催します。
本講座では『けいはんなから「知の発信」』をキーワードとし、一般市民の方々の関心の高い分野について、
７つの大学と共に国立国会
図書館も主催団体の一つとして１講座を担当し、専門の講師が最新の研究事例を分かりやすく解説いたします。
参加は無料ですので、学研都市での知的活動にご興味のある多くの皆さま方のご参加をお待ちいたしております。

市 民 公 開 講 座 開 催 に あ たって

1回

2回

9月3日
（金）

第

13:05〜14:05
農 学

京都先端科学大学
バイオ環境学部食農学科
特任教授

第
ふじ い

宇治茶のイノベーション 関西館資料展示

〜嗜好の荒野を開拓した人たち〜 関連講演
14:05〜14:15
14:30〜15:30
理工学

たか お

藤井 孝夫
後日
配信
あり

せん だ

じ ろう

千田 二郎
後日
配信
あり

〜京都府けいはんな地域での低炭素社会実証事業のご紹介〜

農 学

京都府立大学
生命環境科学研究科
教授

電子工学

奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科
物質創成科学領域 教授

うらおか ゆきはる

浦岡 行治

AI の進化を支える
半導体プロセス・デバイス技術

後日
配信
あり

13:00〜14:00
建築構造工学

いた い

あきひろ

板井 章浩

果樹の栽培化と多様性の機構

〜より甘くておいしい品種の開発に向けて〜

14:20〜15:20
健康・医療薬学

同志社女子大学
薬学部医療薬学科
特別任用教授

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
の予防と治療

せきもと ひろ み

関本 裕美
後日
配信
あり

〜ポストコロナを迎えるにあたって ワクチンと治療薬〜
15:35〜16:35
作物育種学

京都大学
農学研究科附属農場
助教

にしむら かず さ

西村 和紗

四倍体古代コムギから見出された
新規早生遺伝子 〜国産コムギの安定生産を目指して〜

大阪電気通信大学
工学部建築学科
准教授

きた お

さと こ

北尾 聡子

建物のつよさの秘密

〜調べる・壊す・予測する〜
14:15〜15:15

環境・エネルギー問題と持続可能な
低炭素社会の構築に向けて
15:45〜16:45

13:05〜14:05

9月17日
（金）

第

〜奈良先端大発、薄膜加工プロセスの最先端〜

関西館資料展示説明
同志社大学
理工学部 教授

3回

9月10日
（金）

リハビリテーション科学

奈良学園大学保健医療学部
リハビリテーション学科
学科長・教授

ブレインテックの驚異

〜次世代脳トレとリハビリテーション〜

後日
配信
あり

つじした もりひろ

下 守弘
後日
配信
あり

10月1日よりこのマークの付いた講座の
録画配信を行ないます。
閲覧申込は9月13日より下記
URL https://www.kri.or.jp/ から受付開始予定。

主 催：
（公財）
関西文化学術研究都市推進機構、
国立国会図書館、
奈良先端科学技術大学院大学、同志社大学、同志社女子大学、
大阪電気通信大学、京都府立大学、奈良学園大学、京都大学
後 援：
（公財）
国際高等研究所、
（ 株）
けいはんな

国立国会図書館関西館 資料展示 ご案内（入場無料）

「ニッポン茶・チャ・CHA」 日本のお茶に関する本と雑誌約70点を、歴史、文化、産業・科学の切り口から紹介します。
日

時：8月19日
（木）
〜9月14日
（火）
9時半〜18時（日曜休館）
場
所：地下1階閲覧室
お問合せ：国立国会図書館関西館 資料案内
詳細は

TEL.0774-98-1341

丹波修治 等著,
溝口月耕 等画
『教草』
明治5-9
日本として初の公式
参加となったウィーン
万国博覧会への出品
を機に、諸産物の製造
過程を木版画にまと
めたもの 。掲 載 図 は
＊
「製茶一覧」の一部。

高橋義雄 編
『大正名器鑑 第1編』
大正名器鑑編纂所,
大正10-15
足 利 義 政 に より「 初
花」と名づけられたと
伝わる茶入（茶道に用
いる抹茶の容器）。重
要 文 化 財に指 定され
＊
ている。

https://www.ndl.go.jp/jp/kansai/events/index.html

に掲載予定

＊
「国立国会図書館デジタルコレクション」ではモノクロ画像

今回の市民公開講座の講師陣をご紹介します。
1回

第

9月3日（金）

13:05〜14:05

農 学

2回

第

13:05〜14:05

関西館資料展示関連講演

〜嗜好の荒野を開拓した人たち〜

ふじ い

たか お

藤井 孝夫

京都大学大学院農学研究科修士課程修了。農学修士、
技術士
（農芸化学）
、
宇治茶伝
道師。京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所所長、京都府農林水産
技術センター生物資源研究センター所長を経て、
現職。主な著作に、
『日本茶の魅力を求
めて』
（共著、大河書房、2005）
、
『 茶大百科Ⅰ（
』共著、農文協、2008）
、
「テアニン発見
60年」
（『茶』第63巻7号及び8号、2010）
、
『 京料理の文化史』
（共著、思文閣出版、
2017）
などがある。
14:30〜15:30

理工学

環境・エネルギー問題と持続可能な
低炭素社会の構築に向けて

〜京都府けいはんな地域での
低炭素社会実証事業のご紹介〜
同志社大学
理工学部 教授

せん だ

じ ろう

千田 二郎

農 学

果樹の栽培化と多様性の機構
いた い

あき ひろ

板井 章浩

・大阪府生まれ、
奈良育ち ・京都大学大学院農学研究科農学専攻修了
助教授、
准教授を経て
・京都大学 博士
（農学）・鳥取大学農学部 助手、
現在、
京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
専門は果樹園芸学、
資源植物学

第

3回

9月17日（金）

13:00〜14:00

奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科 物質創成科学領域 教授

うら おか ゆき はる

浦岡 行治

1985年豊橋技術科学大学電気電子工学科修士修了。松下電器産業株式会社
（現パ
ナソニック）
半導体研究センター入社。1999年奈良先端科学技術大学院大学物質創
成科学研究科助教授。2009年同大学教授。現在 物質創成科学領域副領域長 物質
科学教育研究センター長。応用物理学会フェロー。専門は半導体工学。
14:20〜15:20

健康・医療薬学

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
の予防と治療

〜ポストコロナを迎えるにあたって ワクチンと治療薬〜
せき もと ひろ み

関本 裕美

神戸薬科大学大学院薬学研究科修了。国立病院機構近畿グループで病院薬剤師とし
て８施設に勤務し、
神戸医療センター薬剤部長を2020年3月退職後、
同年4月より現職。
薬剤師免許と臨床検査技師免許のダブルライセンスを保持。
日本薬剤師研修センター、
日本病院薬剤師会、
日本医療薬学会の認定指導薬剤師及び薬物療法専門、
指導薬剤
師。循環器、
救命救急、
栄養、
感染に関して論文、
発表を行う。
15:35〜16:35

作物育種学

四倍体古代コムギから見出された
新規早生遺伝子

〜国産コムギの安定生産を目指して〜

〜より甘くておいしい品種の開発に向けて〜
京都府立大学
生命環境科学研究科 教授

〜奈良先端大発、薄膜加工プロセスの最先端〜

同志社女子大学
薬学部医療薬学科 特別任用教授

1985年同志社大学大学院工学研究科修了、
工学博士。
ヤンマーディーゼル㈱ 技術
研究所を経て、
1990年同志社大学工学部 専任講師、
1992年同助教授。1994年〜
1995年アメリカ合衆国ウイスコンシン州立大学客員助教授、
1998年同志社大学工学
部
（現理工学部）
教授。2003年同志社大学 エネルギー変換研究センター長、
2004年
同総合情報センター所長、
2012年同理工学研究所所長、
2019年学校法人同志社一
貫教育探求センター所長。
15:45〜16:45

電子工学

AI の進化を支える半導体プロセス・
デバイス技術

宇治茶のイノベーション
京都先端科学大学
バイオ環境学部食農学科 特任教授

9月10日（金）

京都大学
農学研究科附属農場 助教

にし むら かず さ

西村 和紗

2014年3月京都大学農学部資源生物科学科卒業。2014年4月京都大学大学院農学
研究科博士前期課程入学。2018年7月京都大学大学院農学研究科博士後期課程中
退。2018年8月より京都大学大学院農学研究科附属農場助教
（現職）
。
コムギを中心と
した作物の遺伝解析を専門とする。

市民公開講座参加申込先等について
講演内容など詳細情報は
下記URLから

参加お申込みはこちらから

建築構造工学

建物のつよさの秘密

〜調べる・壊す・予測する〜
大阪電気通信大学
工学部建築学科 准教授

きた お

さと こ

北尾 聡子

京都工芸繊維大学大学院工芸家学研究科造形工学専攻博士前期課程修了、
同大学院博士
（工学）
。
京都工芸繊維大学及び大学院助手・助教を経て２０１８年現職就任。
建築構造力学・建築構造工学を専門とする。
京都市構造基準適合性調査委員及び奈良県建築士審査会委員を兼任。
14:15〜15:15

https://www.kri.or.jp/

https://www.kri.or.jp/contact/
shiminkouza2021.html

問合せ：
（公財）
関西文化学術研究都市推進機構
「市民公開講座2021」
担当
khn-shiminkouza@kri.or.jp

けいはんなオータムフェア２０２１

リハビリテーション科学

けいはんな学研都市立地機関や地元自治体で9月から11月に
開催されるイベントが盛りだくさん！このまちから発信されるサイ
エンスやテクノロジーに触れてみませんか。

ブレインテックの驚異

〜次世代脳トレとリハビリテーション〜
奈良学園大学 保健医療学部
リハビリテーション学科 学科長・教授

つじ した

もり ひろ

下 守弘

イベント
開催予定

岡山大学大学院医歯薬学研究科長寿科学専攻疫学・衛生学 博士課程単位取得後
満期退学／大阪教育大学大学院 教育学研究科健康科学専攻 修士課程修了 修士
（学術）
／佛教大学 社会学部社会福祉学科卒業。10年間、高知医科大学
（現高知
大学）医学部附属病院理学療法部勤務後、広島県立保健福祉短期大学理学療法
学科専任講師、県立広島大学保健福祉学部理学療法学科准教授、甲南女子大学
看護リハビリテーション学部理学療法科教授を経て現職。元厚生労働省理学療法士
作業療法士国家試験委員、公益社団法人日本理学療法士協会認定理学療法士試
験委員、
日本バイオフィードバック学会理事を歴任。

秋は
このロゴ
に注目！
・京都スマートシティエキスポ2021
・けいはんなビジネスメッセ2021
・けいはんなR&Dフェア2021
・ATRオープンハウス2021
・
・
・and more!

詳しくは
こちらから

