オンライン 特 別 講 座
９月８日（火）９時〜

９月10日（木）９時〜

東京都立大学オープンユニバーシティでは、新たな学びの形として、本年秋期に Zoom アプリ（無料）を使用したオンライ

ン特別講座を開講いたします。今回は、本学教員による講座を中心に開講しますが、皆様にオンライン講座を体験していただ
くために、無料講座もご用意いたしました。この機会に、新たな学びのステージの魅力を感じていただければ幸いです。

※無料講座は皆様方のトライアル講座でございます。万が一、通信事情などで画像や音声が乱れる場合もございますが、ご容
赦ください。

特別無料講座

大気が関係する環境問題
10月2、9日

コンクリートのふしぎ

金曜日

時間 14:40 〜 16:10

受講料 無料（２回）

定員 40 名

10月9、16日

時間 13:00 〜 14:30

金曜日
受講料 無料（２回）

東京都立大学 都市環境学部
環境応用化学科 准教授

東京都立大学 都市環境学部
都市基盤環境学科 准教授

加藤 俊吾

上野

か とう しゅんご

うえ の

人間活動が活発になるに伴い、地球全体に影響を及ぼす環境問題が顕著
になり、社会的にも大きな関心がもたれるようになりました。また、か
つて日本でも大きな社会問題であった光化学スモッグなどの地域的な環
境汚染は、今再び問題となっています。本講座では代表的な地球環境問
題や地域的な大気環境問題について大気化学的な視点から解説をします。
●地球気候変動（地球温暖化）
●オゾン層（オゾンホール）
●都市大気汚染（光化学オキシダント）
●都市大気汚染（粒子状物質）

申込期限
9/29（火）

江戸・東京の歴史と記録資料
10月9日

金曜日
受講料 無料（1 回）

定員 40 名

東京都公文書館統括課長代理
（史料編さん担当）
にしき

こういち

西木 浩一

度重なる火災や大震災、さらに空襲をくぐり抜けて残されてきた東京の
アーカイブズ。この講座では、1968 年に開館した東京都公文書館が明
治元年 (1868 年 ) 以来 1 世紀にわたって蓄積してきた歴史的資料の形成
過程をたどり、その主要なものをご紹介していきます。江戸・東京に関
する豊かな記録・資料の世界をご堪能下さい。
関連イベント
公益財団法人特別区協議会・東京都公文書館共催パネル展

守る・伝える 東京のアーカイブズ

～ 東京都公文書館所蔵資料の成り立ち ～
期間：10 月６日（火）～ 11 月９日（月）
（日曜日・祝日を除く）
時間：平日 9:00 ～ 20:30
土曜日 9:00 ～ 17:00
会場：東京区政会館１階エントランスホール
費用：無料
※日程は変更になる可能性があります。
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あつし

敦

都市の基盤設備となる土木構造物群。これを造るために多用されるコン
クリートについて、基礎から学びます。
講座は全２回で、
「コンクリートの概要」、
「構成材料」、
「硬化の機構」、
「耐
久性向上のために」を予定しています。
●コンクリートの概要
●構成材料
●硬化の機構
●耐久性向上のために

申込期限
10/6（火）

【講座の受講申込】※WEB 申込のみ
https://www.ou.tmu.ac.jp/web/

〜アーカイブズの形成過程を追う〜

時間 14:00 〜 16:00

定員 40 名

申込期限
10/6（火）

※会員の WEB 申込には会員番号とパスワードが必要です。
ご不明な場合は再発行いたしますので、下記事務室までご連
絡ください。

【お問合せ】
東京都立大学オープンユニバーシティ事務室
Tel:03-3288-1050
（電話受付時間：平日 9:00 〜 17:30）
E-mail:ou-kouza@jmj.tmu.ac.jp
※新型コロナウイルスの影響により、開講状況が変更となる可
能性がございます。
※無料講座については、原則、資料の配布はございません。
※すべての講座について、満席となった場合は申込期限前に締
め切らせていただきます。
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プレミアム講座

※高校生無料

東京都立大学の教員による専門的かつユニークな研究を紹介

※入会金不要 プレミアム講座については申込確定後のキャンセルは返金不可となります。

アンチアクション 日本戦後絵画と女性画家
東京都立大学
人文社会学部

なかじま

准教授

中嶋

もたら

古代ローマ帝国とエジプト文明

～草間彌生の軌跡を中心に～

～古代文献・遺跡・遺物調査からの探究～

東京都立大学
人文社会学部

いずみ

泉

11/13
（金） 時間 18:30 ～ 20:30
受講料：1,000 円（1 回） ※高校生無料
定員：30 名（＋高校生 10 名）

たかはし りょうすけ

准教授

高橋

亮介

放射線のエネルギーが齎す美しい光の世界と
放射線計測
東京都立大学
健康福祉学部

11/17
（火） 時間 18:30 ～ 20:30
受講料：1,000 円（1 回） ※高校生無料
定員：30 名（＋高校生 10 名）

研究センターシリーズ

しんしょう きよみつ

准教授

眞正

浄光

12/8
（火） 時間 19:00 ～ 20:30
受講料：1,000 円（1 回） ※高校生無料
定員：30 名（＋高校生 10 名）

数学の歴史

非ユークリッド幾何の誕生と発展

東京都立大学
理学部 教授

そうま

相馬

てるひこ

輝彦

12/19
（土） 時間 12:30 ～ 14:30
受講料：1,000 円（1 回） ※高校生無料
定員：25 名（＋高校生 10 名）

科学が開く未来への扉～学術最先端研究成果～東京都立大学の研究センターにおける研究成果を紹介

※高校生無料
超伝導理工学研究センター

生命情報研究センター

ゲノム情報を活用した生物進化研究

10/31、
11/7・14・21（土） 時間 15:00 〜 16:30
受講料 :10,100 円（４回） ※高校生無料
定員：25 名（＋高校生 10 名）
ゲノムとは、DNA に刻まれた遺伝情報の全てを指す用語で、
簡単に言ってしまえば生物の色や形、生理的特性から行動
まで、あらゆる形質の設計図です。生物は太古の昔から進
化し、多様化してきました。その結果、現在の地球上には
多種多様な生物が繁栄しています。生物進化の根底にはゲ
ノムの進化があり、ゲノムには生物進化の痕跡が刻まれて
います。私達はゲノムを読み解くことによって生物進化の
謎を読み解く研究を行っています。
講

師

師

本研究センターは、水道研究成果を国内における水道の現
場へ適用させるべく、新たに東京都水道局や国の研究機関
との共同研究を行っていますが、その最先端の研究成果を 4
回のシリーズで紹介していきます。
講座スケジュール

講

師

東京都立大学大学院
次世代型水道システムの実現
水道システム研究センター長
次の世紀を見通した次世代型水道
システムの実現に向けて、産官学 こいずみ あきら
明 特任教授
連携による多様な調査研究を推進 小泉
１1 しています。中でも、水道管路の
28 総延長は全国で 68 万㎞にも及びま
すが、今後は耐震化による更新が
必要です。今回の講座では最近の
共同研究成果を分かり易くお話し
したいと思います。

安全で美味しい水道水はどの様につくられるか？ 元東京都水道局
水質センター所長
水道から給水される水は安全でな
け れ ば な ら な い と 考 え て い ま す。 さとう ちかふさ
そのために、日本の近代水道では 佐藤 親房 博士（工学）
１2 どの様な努力をし、水道水を美味
５ しくするためにどの様な努力がさ
れているのでしょうか。次世代に
渡り安全で美味しい水道水を給水
するためには、今後どの様な努力
が必要かお話しします。
世界の水資源開発の現状と東京の最先端技術 東京都立大学大学院
世界の人口増加と農業生産拡大を よこやま かつひで
支えるのはダムによる水資源開発 横山 勝英 教授
です。しかし、ダムは土砂のせき
１2 止めや水質の劣化を引き起こしや
12 すく、水量のみならず水質の維持
管 理 も 重 要 な 課 題 で す。 そ こ で、
東京水道が進める、流域管理と貯
水池管理の最前線をデータに基づ
いて解説します。
IoT や AI 技術を活用した水道インフラの維持管理 東京都立大学大学院
老朽化が問題視される水道インフ あらい やすひろ
ラでの重大事故を未然に防ぎ、維 荒井 康裕 准教授
持管理の負担低減や効率化を図る
１2 ことが、人口減少社会の到来、自
19 然災害が激甚化する我が国におい
て重要な課題となっています。こ
の講座では、IoT や AI 技術を活用
した水道インフラの維持管理につ
いて学びます。
／

東京都立大学大学院
新しい超伝導物質を発見する方法
超伝導物質は「転移温度」以下で みずぐち よしかず
のみ超伝導状態を示します。転移 水口 佳一 准教授
１2 温度は物質特有であり、高温での
超伝導応用には、より高い転移温
16
度の新超伝導物質が必要です。本
講座で紹介する新物質開発手法に
基づき、一緒に新物質を設計して
みましょう。

11/28、12/5・12・19（土） 時間 15:00 〜 16:30
受講料 :10,100 円（４回） ※高校生無料
定員：25 名（＋高校生 10 名）

／

超伝導のメカニズムを解明する実験手法 東京都立大学大学院
様々な超伝導物質の発見と実験研 まつだ たつま
究を経て、2 個の電子がクーパー対 松田 達磨 教授
１2 を 形 成 す る 超 伝 導 状 態 の 理 解 が
徐 々 に 明 ら か と な っ て き ま し た。
９
これらの実験研究の歴史と最近の
進展を眺めながら、超伝導のメカ
ニズムを解明する実験手法を議論
します。

次世代型水道システムの実現に向けて

／

東京都立大学大学院
ナノ構造物質と熱電変換
温度差から電力を発生させる熱電 やなぎ かずひろ
変換は、惑星探査機ボイジャーの 柳 和宏 教授
１2 動力源など、古くから研究がなさ
れています。近年、ナノ構造化に
２
よる変換効率のブレークスルーが
期待されおり、その歴史と現在の
研究の流れについて解説いたしま
す。

／

／

ゲノム情報を用いた体の形や色の多様性の研究 東京都立大学大学院
あらゆる生物の設計図であるゲノ たかはし あや
ムは、多くのモデル生物で解読さ 高橋 文 准教授
１1 れてきました。生物の体の様々な
21 部位の形や色の多様な進化過程を
遺 伝 子 レ ベ ル で 理 解 す る た め に、
ゲノム情報を活用して研究してい
ます。

講

／

／

ゲノム情報を用いた低温耐性の実験進化 生命情報研究センター長
寒さに弱い人、強い人など人には たむら こういちろう
個人差がありますが、全ての生物 田村 浩一郎 教授
１1 種にはそれぞれ生活するのに適し
14 た温度があり、それは進化の過程
で変化してきました。温度環境に
対する適応進化のしくみをゲノム
情報を活用して研究しています。

講座スケジュール

超伝導理工学研究センター長
超伝導入門
物 質 を ど ん ど ん 冷 や し て い く と、 ほった たかし
教授
１1 電気抵抗が突然ゼロになることが 堀田 貴嗣
あります。これが超伝導です。なぜ、
25
電気抵抗がゼロになるのでしょう
か。そんな不思議な超伝導の理論
を平易に解説します。

／

／

ゲノム情報から解き明かす性と性染色体の進化 東京都立大学大学院
性（有性生殖）は多くの生物がも のざわ まさふみ
つ普遍的な繁殖様式です。本講座 野澤 昌文 准教授
１1 ではまず、驚くほど多様な性決定
のしくみを紹介します。次に、我々
７
ヒトにも存在する「性染色体によ
る性決定」に着目し、最新のゲノ
ムデータから性染色体進化の謎に
迫ります。

新規物質を開発し、その物性を明らかにしつつ新機能の発
現を探索する物質科学研究は、まさに現代における錬金術
です。本研究センターは、超伝導はもちろん、熱電変換に
関する新発見を目指し、学内外で横断的に研究を展開して
います。本講座では、これらの研究成果を 4 回のシリーズ
で紹介します。

／

／

ゲノム情報が語る新型コロナウイルスの起源と進化 生命情報研究センター長
現在、世界中で大問題となってい たむら こういちろう
る新型コロナウイルスですが、ど 田村 浩一郎 教授
１０ こから来たのか、どうしてあんな
３１ に病原性が強くなったのか、分か
らないことが沢山あります。ゲノ
ム情報から推測されるそれらの疑
問への答えを紹介します。

11/25、12/2・9・16（水） 時間 19:00 〜 20:30
受講料 :10,100 円（４回） ※高校生無料
定員：25 名（＋高校生 10 名）

水道システム研究センター

／

講座スケジュール

現代の錬金術
熱を電気に変え、超伝導物質を作り出す

一般教養講座
異常気象の時代に生きる

－水・土砂災害の傾向と対策、環境保全との両立－

東京都立大学
よこやま かつひで
都市環境学部
横山 勝英
都市基盤環境学科 教授
11/10・17・24、12/1
（火） 時間 16:00 ～ 17:30
受講料：10,100 円（4 回）
定員：20 名
2011 年の東日本大震災以降、広島土砂災害、九州北部豪
雨災害、鬼怒川決壊、西日本大水害などが発生しています。
洪水や土砂崩れなどによって、人的被害も増えているよう
に感じますが、データ上はどうなのでしょう？
また、災害対策の考え方や取り組みは、最近の傾向に対応
してるのでしょうか？本講座では、想定外の想定、人口減
少時代の災害対策、ダムや河川での実践、環境共生型の対
策などについて日本各地の事例を多数紹介してゆきます。

マーケティング入門（基本編その１）
売れない時代の売れるしくみを学ぶ

首都大学東京
こいずみ とおる
（現東京都立大学）
小泉 徹
名誉教授
11/16・30、
12/7・14
（月） 時間 19:00 ～ 20:30
受講料：10,100 円（4 回）
定員：20 名
マーケティングの基礎から学び、マーケティングの考え方を理解す
るための講座です。
私たちはモノを作らず他人（企業）に頼るようになりましたが、モ
ノが溢れる今、本当に必要なモノだけを買おうとします。そこで企
業は、私たちが必要なモノを創造し、それを受け容れてもらえるよ
うに「売れるしくみ」を作ろうと努力します。これがマーケティン
グです。
日常生活の中で、実は誰もが深く関わっている「マーケティング」
。
その意味を正しく理解し、モノが「売れるしくみ」を学びます。

データからみる観光の姿

～旅行者と地域の視点から～

株式会社
なかね
JTB総合研究所
中根
主席研究員
東京都立大学
しみず
都市環境学部
清水
観光科学科 教授
11/20・27
（金） 時間 18:00 ～ 21:10
受講料：10,100 円（2 回）
定員：20 名

ひろし

裕

てつお

哲夫

本講座は、東京都産業労働局観光部からの要請を受け東京都立大学
が開講する地域観光経営人材育成講座シリーズの一つで、インター
ネット上で公開されている観光動向や旅行トレンドの調査結果、統
計データ、分析システムをフル活用して、ビジネスの仮説設定と検
証を行うためのヒントを提供します

※初めてお申込みする方は、受講料の他に入会金 3,000 円が必要となります（無料講座、プレミアム講座除く）。
※申込期限について事前準備の都合上、原則、各講座の初回開催日の 10 日前に締め切ります。
※お申込みが期限直前の場合、配布資料の郵送が講座日に間に合わないことがございます。早めのお申込みをおすすめいたします（配布資料の無い講座も
ございます）。
※研究センターシリーズ、一般教養講座については申込確定後のキャンセルには所定のキャンセル料が発生しますので、あらかじめご了承下さい。
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