対象者：

対象年齢：3-9 才

大人から子供まで

『移植医療
科学館』
地下１階

クローバーホール

12:00-17:00

『親子で
アルバム作り』 親子で今だから作れるアルバムを作ろう。

堅苦しさを０に極めた科学館。
子供から大人まで、誰でも楽しめる内容に！

ぽんぽんお絵かきや、千切り絵などで

親子はもちろん、一人でも楽しめます。

地下１階

AR や VR など最先端の技術を使いながら

第1部

12:30-13:30

自分だけのアルバムを作成しよう！

学ぶことができます。

第2部

14:30-15:30

真っ白な紙に浮かび上がる

会議室地下 A

魔法の写真

是非記念に作りませんか？
対象者：高校生

対象者：

対象者：中学生

『プレゼンに挑戦』

大人から子供まで

『いのちの授業』

KMB20１

『コラボパフェ』

KMB 203

15:00-17:00

カフェアマークドパラディ

12:30-14:00

全国の高校生と協力してわかりやすく伝える方法を
模索しよう。当日与えられる知識を使って、
さらに伝わりやすく授業内容を考えます。
知識の吸収と発信を１度に行い勉強の質を最大化しよう !

13:00-

臓器を提供する意思表示は法的に 15 歳から。
重要な歳だからこそ意思表示、

たくさん頭を使った後に
エネルギーチャージ。当日限定！

いのちについて考えて欲しい。
映画を見ることで家族やいのちについて考え、

瓜生原研究室とのコラボパフェ。

お家でも「意思表示」について話しあおう！

対象者：大学生

対象者：大学生

『サイエンスカフェ』

『就活 × 社会課題解決
セミナー』
KMB 208

カフェアマークドパラディ

15:00-17:00

12:30-15:00

カフェのような雰囲気で、科学者と気軽に話し合う場。

面接で求められる「論理的思考力」を身につけるセミナー。

事前の知識や結論を出すことは必要ではありません。

ロジカルシンキングにはコツがある！実際の社会課題を例に扱い

今回のテーマは「ドローンで臓器を運ぶことをどう思うか？」

そのコツを 1 日でマスターしよう！

異分野の学生や専門家と普段できない気軽な会話を楽しもう！

※下記に当てはまる人は是非ご参加ください

専門家 : 中西弘明先生 ( 京都大学工学研究科 ) 中尾俊雅先生 ( 京都府立医科大学附属病院 )
高瀬進先生 ( 京都大学経営管理大学院 )

スペシャルゲスト：同志社大学卒業

対象者：

KMB203

徒歩１分

第1部

12:30-13:30

第2部

14:30-15:30

第３部

N

本 DVD は非売品ですが、今回は特別に京都府立医大アイバンク様
のご協力により、上映させていただきます。
とても貴重な機会ですので、是非お越しくださいませ！

②

10.20(SUN)

寒梅館

入場無料
@ 同志社大学室町キャンパス寒梅館

番出口

今出川

16:30-17:00

芸能活動を引退した滝沢秀明さんの特別オープニング映像も！

同志社大学

地下鉄

橋本侑介さん

2019.
12:00-17:00

地下鉄２番出口から

大人から子供まで

『ヒ・カ・リ
Relay of LIght』

就職活動のためにグループディスカッションの体験、練習をしておきたい人へ

京都御所

同志社大学
今出川キャンパス

詳しくは

京都府京都市上京区 上立売下ル御所八幡町 103 烏丸通

in MUSUBU

高

一歩先の
新しい自分へ
「プレゼン大会」＠KMB201

校生

15:00-17:00

全国の高校生と協力してわかりやすく伝える方法を
模索しよう。当日与えられる知識を使って、
さらに伝わりやすく授業内容を考えます。

※下記に当てはまる人は是非ご参加ください
発表が好きな方、同志社大学に興味がある方

当日は、大学生からフィードバックが！

参加申し込みはこちら！

知識の吸収と発信を１度に行い勉強の質を最大化しよう！

中

「いのちの授業」＠KMB203

学生

12:30-14:00

※時間は変更になる可能性がございます。

臓器を提供する意思表示は法的に 15 歳から。

重要な歳だからこそ意思表示、いのちについて考えてほしい。
スペシャルゲストとして実際にご家族が提供に関わられた方を

お招きし、さらに一般上映不可の滝沢秀明さん中山優馬さん主演の DVD も

上映致します。意思表示やいのちについて学び、お家で家族の人と話し合おう！
普段は入れない大学で大学生と話し、学校では学べない授業を体験しよう！

スペシャルゲスト：原澤美智子さん

「ヒ・カ・リ
Relay of Light」
＠KMB203
第１部 12:30-13:30
第２部 14:30-15:30
第３部 16:30-17:00

芸能活動を引退した滝沢秀明さんの特別オープニング映像も！

本 DVD は非売品ですが、今回は特別に京都府立医大アイバンク様の
ご協力により、上映させていただきます。

とても貴重な機会ですので、是非お越しくださいませ。

「コラボパフェ」
＠カフェアマークドパラディ 13:00たくさん頭を使った後に、

エネルギチャージ。10 月 20 日当日限定！

瓜生原研究室とのコラボパフェ。 ※写真はイメージです。
主催：同志社大学瓜生原葉子研究室 Share Your Value Project
共催：京都府立医科大学移植・一般外科教室 , 京都腎臓病患者協議会 , 未来の会
協力：富山国際大学付属高等学校メディアテクノロジー部
後援：京都府 , 京都市 , 京都市教育委員会 , 京都府医師会 , 京都府立医科大学付属病院
京都腎臓病総合対策推進協議会 , 京都府立医大アイバンク , ＫＢＳ京都 , 京都新聞
同志社大学ライフリスク研究センター ,（一社）全国腎臓病協議会
（公社）日本臓器移植ネットワーク （一社）日本移植学会
,

10.20 (SUN)

2019.
20

12:00-17:00

入場無料

＠同志社大学室町キャンパス寒梅館

京都府京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町 103 烏丸通

イベント詳細は、
こちら！
https://www.musubu-syvp.com

いしょく

2019

いりょう

10/20

かがくかん

in MUSUBU

日

12:00-17:00

AR を使って親子でクイズ VR でお医者さん体験
親子で協力して

手術室に入って

正解しよう

開催場所

同志社大学寒梅館
クローバーホール

「紙じゃない？」
不思議な絵本

最先端技術で

３６０度見てみよう

楽しみながら、

VR

体について学ぼう

親子でアルバム作り

臓器ガチャガチャ

自分の「やりたい！」

スタンプラリーを集めて

ができる場所

回そう！

ぽんぽんお絵描きや、

素敵な景品がもらえるよ

千切り絵などで
自分だけのアルバムを作成しよう
真っ白な紙から自分が浮かび上がる？
魔法の写真

り

みど

対象年齢：３〜９才

「臓器移植」って身近じゃない。
画数も多くて敬遠しがち。

当日限定で販売しています！
美味しいパフェを是非食べにお越しください！
※写真はイメージです

地下鉄２番出口から
徒歩１分

入場無料

でも保険証の裏を見てみよう。意外と身近なこと。
「YES」か「NO」か、意思決定は簡単じゃない。
だから、知ろう。命について考えよう。
そして話そう、大切な人と。

アマークカフェで大人気のパフェと
瓜生原研究室がコラボし、

大切な人の、あなたの、命について考える日
１０月は臓器移植普及推進月間。

瓜生原研究室 × 寒梅館アマーク

誰でも誰とでも一人でも

N
同志社大学

地下鉄

②

寒梅館
番出口

今出川
京都御所

同志社大学

良心館

参加可能！

詳しくは
協力：富山国際大学付属高等学校メディアテクノロジー部
主催：同志社大学瓜生原葉子研究室 Share Your Value Project
共催：京都府立医科大学移植・一般外科教室 , 京都腎臓病患者協議会 , 未来の会
後援：京都府 , 京都市 , 京都市教育委員会 , 京都府医師会 , 京都府立医科大学付属病院 , 京都腎臓病総合対策推進協議会
京都府立医大アイバンク , ＫＢＳ京都 , 京都新聞 , 同志社大学ライフリスク研究センター ,（一社）全国腎臓病協議会
（公社）日本臓器移植ネットワーク ,（一社）日本移植学会

