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★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【１】九州大学×科学コミュニケーション
『伝える喜び 伝わる喜び～双方向コミュニケーションの場を造る～』
オンラインシンポジウム開催のご案内！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）Brown Bag Seminar Series
第16回（キーワード：昆虫食）
第17回（キーワード：概日時計）
第18回（キーワード：アルツハイマー病） Web開催のご案内！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】九州大学ビジネス・スクール（QBS）オープンキャンパスのご案内！【New!!】

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**** 本 文 ****〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【１】九州大学×科学コミュニケーション
『伝える喜び 伝わる喜び～双方向コミュニケーションの場を造る～』
オンラインシンポジウム開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学では、市民の方々との対話を促進するために科学コミュニケーション推進グループを
設立しました。
今回のシンポジウムは、分野を問わず科学コミュニケーションの意義と重要性を共有し、
その在り方に関して議論する場を設けること、 および科学コミュニケーション推進グループの
活動を知ってもらい、今後の活動に参加していただくきっかけを作ることを目的として開催
いたします。 科学コミュニケーションって何だろう、どうやるんだろうと疑問をお持ちの方や、
単純にご興味・ご関心をお持ちの方のご参加も歓迎いたします。奮ってご参加ください。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時： 2021年9月7日(火) 15:00-18:00
◆実施方法：オンライン開催（事前申し込みが必要です）
◆プログラム
第１部 科学コミュニケーションのある社会
開会挨拶 福田 晋氏（九州大学 理事・副学長）
科学コミュニケーション推進グループの紹介
吉岡 瑞樹氏（九州大学 先端素粒子物理研究センター 准教授）
基調講演 「鳥の目 虫の目 科学の目」
元村 有希子氏（毎日新聞 論説副委員長）
レクチャー「What is科学コミュニケーションHow to科学コミュニケーション」
小林 俊哉氏（九州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター）

第２部 伝える喜び、伝わる喜び。学内外事例紹介
事例紹介1．「北海道大学CoSTEP」
小林 良彦氏
（北海道大学CoSTEP 特任助教／
九州大学社会連携推進室 科学コミュニケーション推進グループ アドバイザー）
事例紹介2．「サイエンスカフェ＠ふくおか」
吉岡 瑞樹氏

事例紹介3．「いきものサロン」
津守 不二夫氏（九州大学 工学研究院 航空宇宙工学部門 教授）
事例紹介4．「ゲイコウ アート＆サイエンスカフェ」
伊藤 浩史氏（九州大学芸術工学研究院 准教授）
事例紹介5．「筑紫地区地域連携推進チーム」
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金 政浩氏（九州大学総合理工学研究院 准教授）
事例紹介6．「九大生の教える科学教室 from iTOP」
石田 匠氏（九州大学工学部機械航空工学科4年）
事例紹介7．「Quricon」
上土井 宏太氏（附属図書館 学術サポート課 学習・研究支援係）

第３部 「双方向」な場を造ろう
パネルディスカッション 「どう造る？どう話す？どう巻き込む？」
今後のQ-STRINGの活動紹介、その活動への参画の仕方について
閉会挨拶

◆対 象： 一般、学生、大学教職員
◆申込方法： 要事前申込/ 申込専用サイト
https://bit.ly/3i9aIT7
◆参加費：無料
◆申込締切：2021年9月6日（月）

◆お問合せ： 九州大学社会連携推進室 科学コミュニケーション推進グループ
TEL : 092-802-2301（担当 真藤）
e-mail：syarenkei@jimu.kyushu-u.ac.jp
HP : cooperation.kyushu-u.ac.jp/sciencecommunication

・伝える喜び 伝わる喜び チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29567_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）Brown Bag Seminar Series
第16回（キーワード：昆虫食）
第17回（キーワード：概日時計）
第18回（キーワード：アルツハイマー病） Web開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）では「Brown Bag Seminar Series」を
4月から毎週水曜日のランチタイムに開催いたします。本学のアジア・オセアニア地域や
SDGsに関連する最新の研究活動を多くの方に知っていただき、異分野研究ネットワークや
交流やきっかけの場を提供できればと思います。
どなたでも気軽に御参加いただける内容となっております。途中参加、途中退室もOKです。
皆様の御参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
＜第16回＞
◆タイトル：新食品素材・マイナーサブシステンスとしての昆虫食：昆虫食は人類を救うのか？

◆日 時：2021年8月4日(水) 12：10～12：50

◆申込方法：下記受付フォームよりお申し込みください
https://zoom.us/webinar/register/WN_lbDQs93eQxyiUckwF8ECTw
※申込期限8月4日（水）

＜第17回＞
◆タイトル：熱帯地域の生体時計

◆日 時：2021年8月18日(水) 12：10～12：50

◆申込方法：下記受付フォームよりお申し込みください
https://zoom.us/webinar/register/WN_-zP-FtHXSl6HuLLa6XqciQ
※申込期限：8月18日（水）

＜第18回＞
◆タイトル：口腔感染症によるアルツハイマー病の関与メカニズム
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◆日 時：2021年8月25日(水) 12：10～12：50
◆申込方法：下記受付フォームよりお申し込みください
https://zoom.us/webinar/register/WN_5_nUchiDT4GmnXauYwIZPw
※申込期限：8月25日（水）

＜各回共通＞
◆形 式：Zoom Webinar
◆対 象 者：年齢・職業・立場に関わらず、多くの方のご参加をお待ちしております。
◆定 員：500名
◆参 加 費：不要
◆内 容：詳細は下記HPをご覧ください（随時更新いたします）
https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/
◆問合せ先：九州大学Ｑ－ＡＯＳ事務局
TEL: 092-802-2603
Email: aoevent@jimu.kyushu-u.ac.jp

・BBS第16回、第17回、第18回チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29568_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】九州大学ビジネス・スクール（QBS）オープンキャンパスのご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学ビジネス・スクール（QBS）では2022年4月入学希望者のための大オープンキャンパスを
下記の通り開催いたします。会場ではQBSの概要説明の他、教員による「模擬講義」や「学生の声を
聞く」と題して、社会人学生である修了生・在校生の仕事と学業の両立、QBSに入学することの
メリット等の体験談を聞くことができるプログラムやキャンパスツアーをご準備しております。

ぜひこの機会にQBSでの学びに触れてみませんか。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
なお当日は、会場からZoomを利用したオンライン配信も実施予定です。
会場にお越しいただくことが難しい方は、リモートでもご参加いただけます。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2021年9月11日（土）14:00～16:05（終了時刻は予定）

◆場 所：九州大学伊都キャンパス イースト２号館E-109教室
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/38753/2020ito_jp.pdf
＊キャンパスマップ81番「イースト2号館」の1階になります。

◆内 容：・QBSの特徴と入試概要
・模擬講義 小城武彦 教授「会社は誰のためのものか」
・在校生/修了生の声を聞く
・質疑応答
・キャンパスツアー（任意参加）

◆対 象 者：①出願時に企業・官公庁等において原則として2年以上の実務経験を有する社会人。
または②出願時に大学又は大学院に在学する者（若干名）

◆定 員：120名程度(オンライン参加含む)

◆参 加 費：無料

◆申込期限：9月10日（金）正午まで
（※定員に達した際は、早めに終了する場合がございます）

◆申込方法：下記ページ内の申込フォームリンクよりお申込みください。
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/news/8518

◆お問合せ先：QBS支援室 qbs@econ.kyushu-u.ac.jp
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・QBS入学者募集チラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29569_file.pdf

■*□*■*□*■*□*■* 事 務 局 か ら の お 願 い ＆ お 知 ら せ *■*□*■*□*■*□*■□*■

◆九大学研都市メールマガジン会員募集中◆
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）では、
メールマガジン会員を随時募集しております。
ダイナミックに変貌を遂げつつある九大学研都市エリアの最新情報を
メールマガジンにて毎月お届けしています。
産学連携、研究施設、立地情報など九大学研都市に関する情報に
関心のある方に是非お知らせください。
【詳 細】
http://www.opack.jp/files/TopicDetail_45_file.pdf

◆新規の御登録はこちらから
https://www.opack.jp/users/add
◆設定変更等◆
本メールマガジンはメルマガ会員にご登録いただいた方や、
ＯＰＡＣＫの各セミナー等にご参加いただいた方あてに配信
させていただいております。
メルマガ会員登録内容変更、登録解除、パスワード忘れ等は
下記のURLをご参照ください。
https://www.opack.jp/users/delete
または、info@opack.jpまでお問い合わせください。

■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*
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