世界
2015

脳 週間

参加費
無料
主催
共催
協力

全国開催イベント

特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議

独立行政法人 理化学研究所脳科学総合研究センター／
公益財団法人 ブレインサイエンス振興財団
日本神経科学学会／日本神経化学会
日本神経回路学会

開催趣旨
「世界脳週間」とは、脳科学の科学としての意義と社会に
とっての重要性を一般に啓蒙することを目的として、世界
的な規模で行われるキャンペーンです。
アメリカでは神経科学者が中心となり、1992 年から毎
年 3 月に「脳週間」を設け、公開講演・討論、病院や研究
所の公開、学校訪問などの公開行事を企画し、実施してき
ました。それに呼応して、1997 年からヨーロッパにおい
ても「脳週間」が実施されています。この両者が連携して
1999 年には同時期に「脳週間」を開催、さらに 2000 年
からは、国際脳研究機構やユネスコの後援を受け、アジ
ア・南米・アフリカの各国にも呼びかけ「世界脳週間」と
銘打って世界的な規模に拡大しました。
我が国もこの「世界脳週間」の意義に賛同し、本法人が
主体となり、高校生を主な対象として 2000 年より参画し
てきています。
我が国においては、高校生が参加しやすいようにするた
め、各地の高等学校の既存行事と重ならないよう必要に応
じ、3 月15日を中心としてその前後を含めて企画されてい
ます。また、これらの行事には、高校の先生方にも参加を
お願いしております。皆さまの積極的な参加を期待してお
ります。
主催者

World Brain Awareness Week

特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議
理事長 伊藤 正男

【総合事務局】
〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-11-15 UEDA ビル 6F
E-mail: info@braincentury.org

◆開催会場 ◇主催団体

2月14日（土） 奈良市

◆奈良女子大学付属中等教育学校
◇奈良女子大学付属中等教育学校

3月24日（火） 新潟市

◆新潟大学脳研究所
◇新潟大学脳研究所

4月29日
（水、祝日）

前橋市

多目的ホール

◆群馬大学 昭和キャンパス 基礎大講堂ほか
◇群馬大学神経科学グループ

5月18日（月） 名古屋市

◆名古屋市立向陽高等学校
◇名古屋市立大学神経科学グループ

6月13日（土） 岡崎市

◆岡崎市げんき館 3 階講堂
◇自然科学研究機構 生理学研究所

7月4日（土） 京都市

◆京都市立堀川高等学校
◇京都市立堀川高等学校／京都神経科学グループ

7月18日（土） 小平市

◆国立精神・神経医療研究センター神経研究所
◇国立精神・神経医療研究センター

8月1日（土）

◆広島大学第 4 講義室
◇広島大学神経科学研究会

広島市

8月4日（火） 札幌市

◆北海道大学医学部 医歯学総合研究棟
◇北大脳科学研究会、北大医学研究科

8月7日（金） 和光市

◆理化学研究所
◇理化学研究所

8月23日（日） 町田市

◆玉川大学（小田急線玉川学園前）
◇玉川大学工学研究科／脳科学研究所

9月27日（日） 仙台市

◆東北大学萩ホール
◇東北大学包括的脳科学研究・教育推進センター／
東北大学知のフォーラム

9月予定

吹田市

◆大阪大学生命機能研究科生命システム棟
◇大阪大学神経科学グループ

11月予定

文京区

◆桜蔭学園
◇公益財団法人東京都医学総合研究所

未定

福岡市

◆未定
◇九州大学大学院

大河内記念ホール
脳科学総合研究センター

http://www.braincentury.org/

奈良市

2 月 14 日（土）13 時 00 分～ 16 時 30 分

奈良女子大学附属中等教育学校

多目的ホール

前橋市

4 月 29 日（水、祝日）10 時～ 16 時
群馬大学 昭和キャンパス 基礎大講堂ほか

主催：奈良女子大学附属中等教育学校

主催：群馬大学神経科学グループ

ネイマールに学ぶ、
身体を動かす脳のしくみ

脳大学－脳・神経を知る

講演：内藤栄一（情報通信機構 脳情報通信融合セ
ンター 研究マネージャー）

新潟市

3 月 24 日（火）14 時〜 17 時

新潟大学脳研究所

講演：
「脳の電気活動を測る」
安田浩樹（群馬大学 教育研究支援センター 准教授）
講演：
「睡眠を科学する−麻酔科医の視点から−」
高澤知規（群馬大学 麻酔科蘇生科 講師）
施設見学：ゲノムリソースセンター、PET 脳画像解析施設、
または各研究室での体験実習

名古屋市

主催：新潟大学脳研究所

見てみようヒトの脳と心

Ⅰ 脳研究所公開／脳研究の実際
（14:10 ～ 15:40）
脳を観察する（病理学分野）／活動する脳
を見る（システム脳生理学分野）／生きた
神経細胞を育ててみる（分子神経生物学
分野）／脳の働きを調べるモデル動物（動
物資源開発研究分野）／認知症を遺伝子で
解読する（遺伝子機能解析学分野）／ヒト
の脳と心を探る（脳機能解析学分野）
Ⅱ ヒトの脳の不思議（15:50 ～ 17:00）
講演：「脳を見る」 五十嵐博中
講演：「ヒト脳の働きをマウス脳で理解する」
笹岡俊邦

5 月 18 日（月）13 時 15 分～（予定）
名古屋市立向陽高等学校

主催：名古屋市立大学神経科学グループ

講演：青山峰芳（名古屋市立大学 薬学研究科 教授）

岡崎市

岡崎市げんき館 3 階講堂

脳の不思議とサイエンス

1. 講演「肥満を科学する」
岡本士毅（生理学研究所 生殖・内分泌系
し

7 月 18 日（土）
（予定）

広島市

国立精神・神経医療研究センター神経研究所

2. 岡崎高校＆刈谷高校
    「楽しく学ぼう！科学の世界」

7 月 4 日（土）13 時 30 分〜 15 時 30 分
京都市立堀川高等学校 5 階講堂

主催：京都市立堀川高等学校／京都神経科学グループ

高校生体験理科教室

8 月 1 日（土）13 時 30 分〜 16 時 30 分
広島大学第 4 講義室

共催：本法人／
（公財）
ブレインサイエンス振興財団／
（独）理化学研究所脳科学総合研究センター

脳と心の科学はおもしろい！

1993 年 10 月 5 日に第 1 回「脳の世紀」シンポジウムを開
催して以来、多くの方々のご好評を得て、今年で第 23 回目の
今回は、
「音楽と脳」をテーマに開催する予定です。本シンポ
ジウムでは「脳を知る」
、
「脳を創る」
、
「脳を守る」
、
「脳を育
む」の各領域における第一線の研究者から直接、脳研究の最前
線についてご講演をいただいております。このシンポジウムを
通して、脳研究の大切さと、わが国における脳研究の推進の
重要性について議論を深めていただきたいと考えております。
上記シンポジウムの詳細は、順次ホームページにてお伝えしていきます。
講演者・演題は変更になる場合がございます。

NPO法人 脳の世紀推進会議

10:30 ～ 11:30

特別講演 : 講演とピアノ演奏、および対談
舘野 泉（ピアニスト）
（対談：樋口 輝彦（国立精神・神経医療研究センター））
脳を知る：耳に聞こえない高周波が音楽の感動を高める
本田 学（国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部 部長）
13:30 ～ 14:15

脳を守る：未定
佐藤正之（三重大学大学院医学系研究科 認知症医療学講座）
14:15 ～ 15:00

脳を育む：未定
杉山（矢崎）陽子（沖縄科学技術大学院大学（OIST）准教授）
15:10 ～ 15:55

脳を創る：講演とピアノ演奏
音楽家の脳～脳のやわらかさの光と闇
古屋晋一（上智大学 准教授 / ハノーファー音楽演劇大学 客員教授）

NPO 法人脳の世紀推進会議は、我が国の脳科学研究の推進と研究者の養成、そして脳科学研究の成果を広
く社会一般に還元し、国民の福祉へ寄与することを目的として設立されました。
活動状況・ご入会はこちらから

東北大学萩ホール

主催：東北大学包括的脳科学研究・教育推進センター、東北大学知の
フォーラム

講演 1：「自分で自分を決める脳
〜感情から意志・進路の決定まで」
市川奈穂（広島大学 大学院医歯薬保健学研究院

講演：利根川進（予定）

精神神経医科学 特任助教）

講演 2：「脳の不思議とリハビリテーションを知ろう」
前田慶明（広島大学 大学院医歯薬保健学研究院
スポーツリハビリテーション研究室 助教）

講演と研究室見学

麻酔蘇生学 講師）

11 月予定

文京区

8 月 4 日（火）

北海道大学医学部医歯学総合研究棟

桜蔭学園

主催：公益財団法人東京都医学総合研究所

主催：北大脳科学研究会、北大医学研究科

和光市

大阪大学生命機能研究科生命システム棟

主催：大阪大学神経科学グループ

講演 3：「こころは反応する：自律神経の話」
佐伯 昇（広島大学 大学院医歯薬保健学研究院

札幌市

9月

吹田市

世界脳週間 2015 講演会

8 月 7 日（金）13 時〜 16 時

未定

福岡市

理化学研究所 大河内記念ホール

主催：独立行政法人 理化学研究所 脳科学総合研究センター

主催：九州大学大学院医学研究室

講演：合田裕紀子（脳科学総合研究センター チームリーダー）
13：10 ～ 13：50

研究室見学 ① 14：10 ～ 14：40
研究室見学 ② 15：00 ～ 15：30
希望者のみ Brain Box（常設展示室）の見学 ～ 16：00

九州大学大学院

開催イベントの数および日程が変更されることがあります。
詳細は、順次ホームページにて公開いたしますのでご参照ください。

▶ http://www.braincentury.org/

脳の世紀シンポジウムの書籍のご案内

11:30 ～ 12:15

2015 年 9 月 16 日（水）
有楽町朝日ホール（東京）

9 月 27 日（日）

仙台市

主催：広島大学神経科学研究会

脳の世紀推進会議からのお知らせ
第 23 回「脳の世紀」シンポジウム

玉川大学

主催：玉川大学工学研究科／脳科学研究所

き

		 発達機構研究部門助教）

8 月 23 日（日）13 時～ 17 時

町田市

主催：国立精神・神経医療研究センター

6 月 13 日（土）13 時 30 分〜 15 時 30 分

主催：自然科学研究機構 生理学研究所

京都市

小平市

http://www.braincentury.org/

第1巻 脳を知る･ 創る･ 守る
伊藤正男・立花 隆・三品昌美・宮下保司・中西重忠 ほか
第 2 巻 脳を知る･ 創る･ 守る
伊藤正男・養老孟司・小田 稔・廣川信隆・津本忠冶・
丹治 順 ほか
第 3 巻 脳を知る･ 創る･ 守る
村上陽一郎・竹市雅俊・河原英紀・樋口輝彦・彦坂興秀

ほか

第 5 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
廣川信隆・川人光男・岡崎祐士・津本忠治 ほか
第 6 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
加賀乙彦・澤口俊之・藤澤 肇・森 憲作・藤田雅博・
塚田 稔 ほか
第 7 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
晝馬輝夫・河西春郎・山口陽子・兼子 直・酒井邦嘉 ほか
第 8 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
久間和生・大隅典子・乾 敏郎・高橋良輔 ほか
第 9 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
西澤潤一・高橋智幸・黒田真也・山脇成人・加藤忠史 ほか
第10 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
遠山敦子・貝淵弘三・河野 崇・内山 真・狩野方伸 ほか
第11巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
佐々木 閑・伊佐 正・西條辰義・貫名信行・櫻井芳雄 ほか
第12 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む 将棋と脳科学
羽生善治・中谷裕教・近山 隆・笠井清登・鍋倉淳一 ほか

第14 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
外山敬介・玄侑宗久・宮下保司・小早川令子・池谷裕二・
笠井清登・山中章弘 ほか

アルツハイマー病の早期診断と治療
NPO 法人 脳の世紀推進会議 編

第 4 巻 脳を知る･ 創る･ 守る
伊藤正男・日高敏隆・御子柴克彦 ほか

第13 巻 脳を知る･ 創る･ 守る･ 育む
山折哲雄・入來篤史・井ノ口馨・糸山泰人・金 吉晴・
定藤規弘・北澤 茂 ほか

第15 巻 脳を知る ･ 創る ･ 守る ･ 育む

脳の世紀にかける期待と展望

NPO 法人脳の世紀推進会議理事長／（独）理化学研究所
脳科学総合研究センター・特別顧問
伊藤正男

アルツハイマー病の早期診断と治療薬開発
大阪大学大学院医学系研究科精神医学教授／
日本精神神経学会理事長
武田雅俊

記憶を支える構造「シナプス」は
どのように形成され失われるのか？
慶應義塾大学医学部生理学教授

柚﨑通介

経済学的意思決定にかかわる脳のしくみ
大阪大学社会経済研究所准教授
田中沙織
（現 国際電気通信基礎技術研究所専任研究員）

親子関係をはぐくむ脳のはたらき
̶ 子育てと愛着の相互作用 ̶

理化学研究所 脳科学総合研究センター
黒田親和性社会行動研究ユニット
ユニットリーダー
黒田公美
第16 巻 脳を知る ･ 創る ･ 守る ･ 育む

スポーツと脳

▶▶ただいま制作中です。

書籍のお申し込み先：株式会社クバプロ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-11-15 UEDA ビル 6F
TEL：03-3238-1689
FAX：03-3238-1837 
E-mail：book@kuba.jp
http://www.kuba.co.jp

