
群馬大学公開講座 手話で学ぶ公開講座
「ろう者が拓く、ろう重複者支援」

教職大学院 
課題研究公開報告会

慢性腎臓病に関する県民公開講座

日本財団助成「学術手話通訳に
対応した専門支援者の養成」
事業シンポジウム

教育学部 教育学部

附属病院

教育学部

2020年２月15日㈯
12:00〜18:00（開場 11:30）
群馬大学荒牧キャンパス
(前橋市荒牧町4-2)
ろう重複者支援の関係者
手話サポーター養成
プロジェクト室
☎ 027-220-7517

2020年２月８日㈯
9:00〜16:00（開場 8:30）
群馬大学荒牧キャンパス
(前橋市荒牧町4-2)
在学生、教職員、一般の方
教育学部教務係
☎ 027-220-7224

2020年３月14日㈯
14:00〜16:25 （13:30開場）
伊勢崎敬愛看護学院 ３階
大ホール
(伊勢崎市下植木町461-1)
無料
医学部附属病院
腎臓・リウマチ内科
☎ 027-220-8166

2020年２月16日㈰
10:00〜17:00（開場 9:30）
高崎市総合保健センター
(群馬県高崎市高松町5-28)
一般の方
手話サポーター養成
プロジェクト室
☎ 027-220-7157

手話に関連した公開講座 教職大学院２年次生の課題研究報
告書に基づいた成果報告会（審査を
含む）。

医師による講演やパネルディスカッション

開催日
時　間
会　場

対象者
問合せ

開催日
時　間
会　場

対象者
問合せ

開催日
時　間
会　場

料　金
問合せ

開催日
時　間
会　場

対象者
問合せ

詳細はこちら 

▲

詳細はこちら 

▲

詳細はこちら 

▲

詳細はこちら 

▲

※ 参加には事前申込が必要です。
HPまたはFAX、Eメール、電話に
て申込みください。

※ 参加には事前申込が必要です。
HPまたはFAXにて申込みください。

※ 参加には事前申込が必要
です。お電話にて申込み
ください。先着150名。
3月6日(金) 締め切り。

令和元年度 学位記授与式 令和２年度 群馬大学入学式
大学行事 大学行事

2020年３月24日㈫
10:00〜
ALSOKぐんまアリーナ
(群馬県総合スポーツセンター)

（前橋市関根町800番地）

2020年４月７日㈫
10:00〜
ALSOKぐんまアリーナ
(群馬県総合スポーツセンター)

（前橋市関根町800番地）

開催日
時　間
会　場

開催日
時　間
会　場

平成30年度の学位記授与式 平成31年度の入学式

10 | GU'DAY  Issue 07

https://sign.hess.gunma-u.ac.jp/
https://sites.google.com/gunma-u.ac.jp/kyoshoku/
https://hospital.med.gunma-u.ac.jp/?p=9393
https://sign.hess.gunma-u.ac.jp/


令和元年度 群馬大学教育学部美術教育講座

卒業制作展

令和元年度 群馬大学教育学部美術教育講座

卒論・修論発表会
群大音楽科シンフォニカ
第65回定期演奏会

群馬おきりこみ合唱団
第３回定期演奏会

群馬大学「長期研修院美術教育」
令和元年度研究発表会

令和元年度 群馬大学教育学部美術教育講座 

卒業展覧会ギャラリートーク

教育学部

教育学部 教育学部 教育学部

教育学部

2020年２月14日㈮〜19日㈬
10:00〜18:30

（最終日は16:00まで）
高崎シティギャラリー 第２
展示室 (高崎市高松町35-1)
※ 会場へのアクセスは高崎シティ
ギャラリーHPをご覧ください
一般の方も自由にご参加ください
無料
美術教育講座 林耕史
☎ 027-220-7313

2020年３月１日㈰
13:00〜17:00（受付 12:30〜）
群馬大学荒牧キャンパス
教育学部C棟204室（予定）

（前橋市荒牧町4-2）
一般の方も自由にご参加ください
無料
美術教育講座 茂木一司
☎ 027-220-7310

2020年２月23日㈰
13:00開場、13:30開演
玉村文化センター 大ホール

（佐波郡玉村町福島325）
無料
900名
音楽教育講座 西田直嗣
nishidan@gunma-u.ac.jp

2020年２月８日㈯
13:30開場、14:30開演
昌賢学園まえばしホール 小ホール

（前橋市南町三丁目62-1）
一般 800円 (当日1,000円)
学生 800円
600名
音楽教育講座 西田直嗣
okirikomi2012@gmail.com

2020年３月１日㈰
9:30〜12:00（受付 9:00〜）
群馬大学荒牧キャンパス
教育学部C棟204室（予定）

（前橋市荒牧町4-2）
一般の方も自由にご参加ください
無料
美術教育講座 茂木一司
☎ 027-220-7310

2020年２月16日㈰
13:00〜15:30
高崎シティギャラリー 第２
展示室 (高崎市高松町35-1)
※ 会場へのアクセスは高崎シティ
ギャラリーHPをご覧ください
一般の方も自由にご参加ください
無料
美術教育講座 林耕史
☎ 027-220-7313

美術専攻４年生による、卒業制作お
よび卒業研究概要の展示

美術専攻４年生による卒業研究論文並
びに大学院生による修士論文の発表

教育学部音楽専攻生を中心とした、
合唱・オーケストラのコンサート

合唱のコンサート

美術教育講座が開設している「長期研修
院美術教育」在籍者による研究発表会

出品者による作品解説と、鑑賞者と
の意見交換

開催日
時　間

会　場

対象者
料　金
問合せ

開催日
時　間
会　場

対象者
料　金
問合せ

開催日
時　間
会　場

料　金
定　員
問合せ

開催日
時　間
会　場

料　金

定　員
問合せ

開催日
時　間
会　場

対象者
料　金
問合せ

開催日
時　間
会　場

対象者
料　金
問合せ

詳細はこちら 

▲

詳細はこちら 

▲

昨年度の卒業展覧会ギャラリートーク風景
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〈日本歌曲〉ガラ′20 市民公開講座
「骨粗しょう症と腰の病気」

令和元年度 群馬大学教育学部
音楽専攻生及び大学院生
卒業・修了演奏会

第26回アレルギー週間
「アレルギーの講演会・相談会」

教育学部 附属病院教育学部

附属病院

2020年２月７日㈮
18:00開場、18:30開演
音楽の友ホール

（東京都新宿区神楽坂6-30）
4,000円
200名
音楽教育講座 西田直嗣
nishidan@gunma-u.ac.jp

2020年３月28日㈯
13:30〜15:00 （13:00開場）
昭和キャンパス 保健学科新棟
2階 ミレニアムホール

（前橋市昭和町3-39-22）
無料
医学部整形外科学教室
☎ 027-220-8269

2020年３月15日㈰
13:00開場、13:30開演
昌賢学園まえばしホール 小ホール

（前橋市南町三丁目62-1）
無料
600名
代表・武居
gundai.sotsuen2019@
gmail.com

2020年２月８日㈯
13:30〜16:00
昭和キャンパス 保健学科新棟
２階 ミレニアムホール

（前橋市昭和町3-39-22）
アレルギー疾患をお持ちの
患者・家族、学校・施設の教
員職員等、その他アレルギー
に関心がある方
無料
日本アレルギー協会
北関東支部事務局
☎ 027-220-8944

日本歌曲のコンサート
「骨粗しょう症と腰の病気」をテーマに
それぞれの疾患や予防等について講演

アレルギー週間の一環として講演
会・相談会を開催。講演会終了後は
専門医の個別相談あり。

開催日
時　間
会　場

料　金
定　員
問合せ

開催日
時　間
会　場

料　金
問合せ

開催日
時　間
会　場

料　金
定　員
問合せ

開催日
時　間
会　場

対象者

料　金
問合せ

※ 参加には事前申込が必要です。
上記問合せ先にて申込みください。

詳細はこちら 

▲

詳細はこちら 

▲

すべての職員が患者さんの安全を第一に考
え、より安全安心な医療の提供を患者さん
やご家族とともに進めていくために、毎年
開催している行事。
期間中は、各部署の医療安全の取り組みを
紹介するポスターや、医療安全標語を院内
に掲示しますので、ぜひご覧ください。

医療安全週間
附属病院

2020年6月15日㈪〜19日㈮開催日

詳細はこちら 

▲

※ 開催日が近くなりましたら、
HPに詳細な情報を掲載しま
すので、ご覧ください。

医療安全の取り組みに関するポスター展示
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令和元年度 群馬大学書道部
新春書道展

群馬大学中央図書館貴重書
コレクション紹介

食健康科学教育研究センター教員展示

中央図書館 中央図書館

中央図書館

2020年１月８日㈬〜22日㈬
中央図書館開館時間内
群馬大学中央図書館
１階ギャラリー

（前橋市荒牧町4-2）
無料

2020年１月29日㈬〜２月28日㈮
中央図書館開館時間内
群馬大学中央図書館
１階ギャラリー

（前橋市荒牧町4-2）

2020年１月〜３月
中央図書館開館時間内
群馬大学中央図書館１階
教員展示コーナー

（前橋市荒牧町4-2）

群馬大学書道部学生と永由教授によ
る書道作品展

過去に外部機関へ貸出した図書館貴
重書コレクションの紹介・展示

食健康科学教育研究センターの活
動・研究内容を紹介するパネルや図
書資料の展示

「実際に体験する」をモットーに、夏
休み期間中の４日間、子供たちに体
験学習を楽しんでもらう行事 開催日

時　間
会　場

料　金

開催日
時　間
会　場

開催日
時　間
会　場

第16回子ども体験教室
「群馬ちびっこ大学」

地域貢献事業

2020年８月上旬
10:00〜17:00
ヤマダ電機 LABI1 LIFE SELECT高崎

（高崎市栄町1-1）
主に小中学生とその保護者
無料
研究推進部産学連携推進課
産学・地域連携係
☎ 027-220-7544

詳細はこちら 

▲

開催日
時　間
会　場

対　象
料　金
問合せ

中央図書館開催の各イベントの詳細はこちら

中央図書館 問合せ
総合情報メディアセンター
中央図書館
☎ 027-220-7185

令 和 元 年 度 　 群 馬 大 学 公 開 講 座 一 覧
▲

 一般の方対象講座（公開講座Ａコース・開放講座Ａコース）

※ 各講座の詳細及び最新情報はHPでご確認ください 

▲ ▲ ▲

HP URL   https://koukai-kouza.opric.gunma-u.ac.jp/

★  PLUS+ アンカー（カフェ）所在地：桐生市本町六丁目382　※ トークカフェの参加費1,000 円（ドリンク代を含む）が必要（当日会場で支払い）。

▲

 専門技術者等対象講座（公開講座Ｂコース・開放講座Ｂコース）

講座名 開催日 会場 対象者 募集人数 備考
手話で学ぶろう者学
〜聾重複の仲間とつながるために〜 2020/2/15 ㈯ 教育学部 C 棟 204 教室 手話によるコミュニ

ケーションが可能な人 　　 申込期限  1/26 ㈰

昨年度の様子

講座名 開催日 会場 対象者 募集人数 受講料 申込期限
トークカフェ atPLUS+ アンカー
アートカフェ in 桐生 ❺

【古民家の維持と再生】
2020/1/11 ㈯ PLUS+ アンカー 一般の方 20 人 無料 　　

トークカフェ atPLUS+ アンカー
サイエンスカフェ in 桐生 ❻

【ものづくりにおけるＩｏＴの活用】
2020/2/8 ㈯ PLUS+ アンカー 一般の方 20 人 無料 　　

R による統計分析入門 2020/2/15 ㈯ ・29 ㈯ 社会情報学部棟 101 教室 一般の方 10 人 7,200 円 1/26 ㈰

※

※
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