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新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐには、市民ひとりひとりが正確な知識を持
ち、かしこく行動することがとても重要です。そのためには、科学的知識と科学
的思考法を学ぶ必要があります。
科学的思考法とは、問いを立て、問いへの答えを知ることです。
みなさんは、たとえば、次の問いに答えることができますか？
これらの問いへの答えを知ることで、よりかしこく行動することができます。

講義のねらい
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「飛沫感染」をもたらす「飛沫」とはどんな粒子でしょうか？

マスクにはどんな予防効果があるのでしょうか？

石けんによる手洗いで、どうしてウイルスを殺すことができるのでしょうか？

感染拡大を防ぐために、私たちはどのように行動すべきでしょうか？

Let us learn scientific 
knowledge and thinking to 
preventing new coronavirus 
infections. Scientific thinking 
involves working on specific 
questions and getting 
answers to those questions. 
Can you answer the 
following questions?

What are droplets causing
droplet infection?

How do face masks 
have a protective effect?

How is the virus broken
with soap during hand
washing?

How should we act to 
prevent transmission?

Aim of this lecture



飛沫（splash）は空気中に飛散した粒子です。飛沫は、水分を含む飛沫粒子
（droplet）と水分が蒸発した飛沫核 （droplet nuclei）に分類されます。
飛沫粒子（通常、直径5µm以上）によって起きる感染が「飛沫感染」、
飛沫核（直径5µm以下）によって起きる感染が「空気感染」です。
はしかウイルスは飛沫感染・空気感染の両方で広がります。
コロナウイルスなどの風邪のウイルスは、空気感染せず、飛沫感染で広がります。

飛沫とは？
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飛沫粒子（通常、直径5µｍ以上）と
ウイルス粒子（直径0.1µｍ）には
50倍以上の大きさの違いがあります。

左の大きな円が飛沫粒子の大きさ
小さな点がウイルス粒子の大きさ

5µｍ=0.005mm です。ウイルス感染
はこの大きさ以上の飛沫粒子で起きると
考えられています。

Splashes contain droplets 
(usually ∅<5μm) with 
moisture, which evaporate 
to form droplet nuclei 
(∅<5μm).
Transmission by droplet 
nuclei is called airborne 
infection. New coronavirus 
spreads out not by airborne 
infection but by droplet 
infection.

Left figure: the light blue 
circle illustrates the size (∅ 
>5μm*) of droplet particles.
The red dots shows the size 
(∅≈0.1 μm) of virus particles.

* 5μm=0.005mm

Viral transmission is thought 
to occur with droplets larger 
than 5μm.

Droplets?



飛沫とは？

飛沫粒子
ウイルス粒子（直径0.1µｍ)

水滴であり
重力によりゆっくりと落下します

通常5µｍ以上
●

●
●

●●

● ●

飛沫核

5µｍ以下

水分をもたず
空気中を拡散します

Droplets?



飛沫粒子の飛び方
MHLWchannelの動画 →  https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc

飛沫粒子には水の重さがあるため、
重力によって落下します。

約2mでほとんどの飛沫粒子が落下
します。

ただし、 5µｍの飛沫粒子が落下す
るには約1時間かかります。

Watch the movie ↓

Droplets?

https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc

The droplets 
fall by gravity 
because of the 
weight of the 
water.

Most of the 
droplets fall at 
about 2m.

However, it 
takes about 
one hour for 
the 5µm 
droplets to fall.

Tellier J. R. Soc. 
Interface (2009) 6, 
S783–S790Tellier J. R. Soc. Interface (2009) 6, S783–S790

https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc
https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc


https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf

新型コロナウイルス感染症対策
専門家会議の見解（3月9日）

飛沫粒子は空気中を長時間漂う
飛沫粒子は軽いので、直径5µmの場合、落下するには約1時間かかります。換
気が悪い部屋では、飛沫粒子の水分が蒸発しにくいので、以下の３つの条件が
そろった場所では、飛沫感染が発生するリスクが高くなります。
換気をすれば飛沫粒子から水分が蒸発し、飛沫感染のリスクが低下します。

Droplets float long 
in the air.

The droplets take about an 
hour to fall. Therefore, in 
places where the following 
three conditions are met, 
there is a high risk of 
droplet infection.
Ventilation evaporates water 
from the droplets, reducing 
the risk of droplet infection.

Conversation 
at close 
distance

Many 
people at close

distance

Avoid the three 
“closenesses”

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf

Close space with 
poor ventilation

三つの「密」を避ける

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf


マスクの効果
マスクは咳などによってウイルスを含む飛沫が飛び散ることを防ぎます。

また、感染者が2m以内で飛ばした飛沫をあびる場合に、飛沫感染に対するマス
クの予防効果が期待されます。

さらに、マスクをつけた人が口や鼻のまわりを指で触ることを防ぎ、接触感染
を予防する効果が期待できます。

次に、接触感染について学びましょう。

ウ
イ
ル
ス
数

鼻腔
サンプル

咽喉
サンプル

飛沫粒子(∅<5μm) 
マスクなし マスクあり

Leung et al. (2020)
Nature Medicine
https://www.nature.co
m/articles/s41591-
020-0843-2.pdf

The mask prevents virus-
containing droplets from 
being released due to 
coughing and sneezing.

Leung et al. (2020) Nature Medicine

The mask also prevents 
droplet infection when an 
infected person splashes 
droplets within 2 meters.

Furthermore, it prevents 
contact infection by 
touching around the mouth 
and nose with fingers.

Efficacy of face 
masks

ウイルスが
検出されない No virus

detected

実験ではサージカルマスクを使用

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2.pdf


接触感染１
ウイルス粒子に汚染された手で握手すると、ウイルスに感染することがあり
ます。このようにして広がるのが「接触感染」です。ハグなどの身体接触も
感染のリスクを高めます。欧米での急速な感染拡大には、身体接触が多い文
化が影響している可能性が指摘されています。

以下のような身体接触は、当分は、控えましょう。
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https://www.irasutoy
a.com/2016/11/blog-
post_60.html

https://www.irasutoya.co
m/2018/08/blog-
post_56.html

https://www.irasutoya.co
m/2015/09/blog-
post_532.html

「いらすとや」さんのフリー素材を使わせていただきました。

Contact infection

Shaking hands with hands
contaminated with virus
particles can cause infection
with the virus. This spread 
is called contact infection.
Hug and other physical 
contact also increase the 
risk of infection.
In the meantime, avoid the 
following physical contact.

https://www.irasutoya.com/2016/11/blog-post_60.html
https://www.irasutoya.com/2018/08/blog-post_56.html
https://www.irasutoya.com/2015/09/blog-post_532.html


接触感染２
ウイルス粒子を含む飛沫粒子が付着した手で何かを触ると、触った場所がウ
イルスに汚染されます。その場所を他の人が触ると、ウイルスに感染するこ
とがあります。このようにして広がるのが「接触感染」です。

「接触感染」とは、ウイルスに接触して感染することであり、ウイルス感染
者に直接接触しなくても感染します。

ウイルスが付きやすいのは、不特定多数の人が触る場所です。たとえば

ドアノブ ボタン ふた 手すり
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Contact infection

Touching something with a 
virus-contaminated hand 
will attach the virus to the 
surface.

This also causes contact 
infection. Contact infections 
are caused not only by 
direct contact with a 
diseased patient, but also by 
touching surfaces 
contaminated with the virus.

The virus lands on surfaces 
that are touched by an 
unspecified number of 
people. For example,

door knobs,
buttons,
lids, and
hand rails.



不特定多数が触れる場所：その他の例
紙幣・硬貨

トレペカバー便座カバーポット

電話筆記具本

椅子

紙を折りたたむ不衛生
行為はやめましょう

Contamination 
candidates

Paper moneys & coins,

books,

pens,

phones,

pots,

chairs,

toilet seats, and

toilet paper holder lids.

On the account of 
hygiene,
please do not fold the 
paper



公共スペースでの接触感染防止対策

書店などでは手を消毒し
ましょう。九大生協書籍
店では消毒用アルコール
を常備しているので、ぜ
ひ活用しましょう。

買い物かご・電車の吊り
輪など、不特定多数の人
が触るものを触った場合
には、石鹸でよく手洗い
をしましょう。

共用コンピュータのキー
ボードの使用前・使用後
には必ず手を消毒しま
しょう。キーボード前に
消毒液を常備しましょ
う。

Preventive measures
in public places

At a book shop, disinfect 
your hands with ethanol 
disinfectant.

After touching the 
shopping basket at the 
shopping mall or 
touching the straps on 
the train, wash your 
hands thoroughly with 
soap.

Disinfect your hands 
before and after touching 
a shared computer. Let’s 
provide the ethanol 
disinfectant in front of 
your key board.



接触感染を防ぐ消毒
接触感染を防ぐには、以下の二つの消毒が有効です。

（１）手をよく消毒する
（２）不特定多数の人が触る場所を消毒する

消毒とは、病原体を殺菌または無害化することです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%AF%92

コロナウイルスを消毒するには、主に２つの方法があります。

（１）石鹸で洗う
石鹸の界面活性作用によってウイルスの脂質膜を破壊します。
石鹸が油汚れを落とすのと同じ原理です。
また、たんぱく質も界面活性作用によって変性します。

（２）エタノールで拭く
エタノールの溶媒作用によってウイルスの脂質膜が溶解します。
エタノールが油を溶かすのと同じ原理です。
一方で、たんぱく質やRNAの構造を変え、沈殿させます。

Disinfection to prevent 
contact infection

There are two ways to
prevent contact infection.
1) Disinfect your hands 
well.
2) Disinfect places where 
an unspecified number of 
people touch.

There are two ways to
disinfect the coronavirus.

1) Wash your hands with 
soap.
By the surfactant action,
soap molecules destroy the 
lipid membrane of the virus.
2) Wipe your hands with 
ethanol.
By the solvent action,
the viral lipid membrane is 
dissolved. Also, ethanol 
denatures proteins and 
RNAs of the virus.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%AF%92


エタノールの強力な殺菌効果
エタノールは浸透性が高く、ウイルス粒子の中に入り込んで、たんぱく質や
RNAの構造を変えるので、強力な殺菌効果を持っています。

清水則夫（東京医歯大）：インフルエンザってそんなに怖いの？
http://www.tmd.ac.jp/mri/koushimi/shimin/shiryou012.pdf

注：この写真は、寒天培地を使って手の表面についている細菌を培養した結果です。
エタノールの殺菌効果がよくわかります。ただし、おそらくエタノール消毒の効果を強
調しすぎているでしょう。
手が汚れている場合、エタノールだけでは消毒の効果は弱まります。
また、石鹸でもよく洗えば、右図のようにクリーンにできます。

Disinfection efficacy 
of ethanol

Since ethanol is highly 
permeable, it penetrates the 
virus and denatures protein 
and RNA structures.

On a webpage of
SHIMIZU Norio (Tokyo Medical 
and Dental University),

the photo shows the amount 
of bacteria on the hand 
surface.
・ Before washing
・ After washing with soap 
twice
・ After ethanol disinfection

This figure probably 
overemphasizes the effects 
of ethanol disinfection. If 
you wash your hands well 
with soap, you can clean it 
as shown in the right figure.

http://www.tmd.ac.jp/mri/koushimi/shimin/shiryou012.pdf

http://www.tmd.ac.jp/mri/koushimi/shimin/shiryou012.pdf
http://www.tmd.ac.jp/mri/koushimi/shimin/shiryou012.pdf


コロナウイルス対策には石鹸が有効
コロナウイルスの本体（RNA）は、脂質（油）の膜につつまれています。石鹸
は脂質膜にくっついて膜の成分である脂質を引きはがすので、コロナウイルスを
無害化するにはとても有効です。

de Wet et al. 2016. SARS and MERS: recent 
insights into emerging coronaviruses. 
Nature Reviews Microbiology 14: 523-534.

M: 膜たんぱく質

S: スパイク
たんぱく質

E: エンベロープ
たんぱく質

ss RNA: ウイルスの遺伝物質

エンベロープ
（脂質の膜）

石鹸の分子

石鹸の分子がウイルスを皮膚から離
れやすくします。さらに、膜の脂質
にくっついて引きはがし、膜を壊し
ます。ただし、服の汚れを落とす場
合と同様に反応に時間がかかるの
で、手をよく洗うことが大切です。

脂質の分子

Disinfection efficacy 
of soap

The left figure shows the 
structure of coronavirus.

Coronavirus genome (RNA) 
is covered by a lipid (fatty 
substance) membrane. 

The right figure shows how 
soap molecules bind to and 
destroy lipid membranes 
and sterilize viruses.

Soap molecules interact
with lipid molecules and
break up the envelopes.

However, it takes time to 
break down lipid 
substances as in the case 
of washing clothes, so it is 
important to wash your 
hands well.

Spike protein

Envelop protein

Envelop 
(lipid membrane)

Membrane protein Lipid molecule

Soap molecule

ss RNA: Viral genome



感染拡大の現状

全
国
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）
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左図は1月15日から4月2日までの感染確認
者数（クルーズ船感染者を除く）の変化を
示しています。

3月25日以後 全国的に感染確認者数の増
加の傾きが大きくなっています。感染第二
波が生じ、感染率が大きく増えたと考えら
れます。

4月2日の時点で累積死者数は73名です。4
月6日朝には93名に増えました。このまま
感染者が増え続ければ、重症者・死者がさ
らに増えるでしょう。

また感染者の増加にともない、病院のベッ
ド数が不足して、入院が必要な患者にベッ
ドを提供できないという事態が東京都など
では目前に迫っています。

3月25日

Trajectory of 
infection spread

The figure shows the 
change in the number of 
confirmed infections 
(excluding those infected 
with the cruise ship) from 
January 15 to April 2.

Since March 25, the slope of 
has sharpened nationwide. 
Probably, the second wave 
of infection was triggered 
and the infection rate largely 
increased.

On April 2, the cumulative 
death toll reached 73. It will 
continue to increase.

In addition, the shortage of 
hospital beds is becoming 
more acute with the rapid 
increase in the number of 
infected people.



感染拡大の現状

2月15日～4月2日

左図のように、最初に感染拡大が深刻化し、2
月28日に緊急事態宣言をした北海道では、新規
感染確認者数の伸びが減速し、3月19日に緊急
事態宣言を解除しました。

一方で、東京都では3月25日以後に新規感染確
認者数の伸びが加速し、感染拡大が激化してい
ます。いちど伸びが減速した大阪府では、3月
下旬から新規感染者数が再び急増しています。

2月には感染者がゼロだった兵庫県では、3月に
入ってから感染確認者が急増し、病院・福祉施
設などで集団感染が発生しました。

3月25日に感染確認者が9名だった福岡県では、
4月2日で感染確認者が100名に、4月5日には
162名に達し、急増中です。

全国的に見て、感染拡大が止まる状況にはあり
ません。東京都・大阪府・福岡県のような急速
な感染の加速が他県でも起きるかもしれませ
ん。
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Trajectory of 
infection spread

In Hokkaido, which was 
urgently declared on 
February 28, the number of 
new infections confirmed 
slowed, and the emergency 
declaration was lifted on 
March 19.

Meanwhile, in Tokyo, the 
number of newly confirmed 
infections has increased 
since March 25, and the 
spread of infections is 
progressing. 

In Fukuoka Prefecture, the 
number of confirmed 
infections reached 100 on 
April 2, just eight days after 
March 25 when it was a 
single digit. Acceleration of  
infections  can also occur in 
other prefectures.



The expert meeting is 
advising the following 
two.

Even if you have no
symptoms, you can 
prevent the spread of 
infection by taking 
actions on the following 
page.

Stay home even if your 
symptoms are mild.
~only throat ach, only
cough, only fever

Avoid visiting places
with three closenesses:
~ bar, Karaoke, club, 
buffet party, drinking party 
with many people etc.

感染拡大を防ぐためのポイント

人と人が至近距離で会話する場所やイベントに
行かない

ライブハウス、カラオケボックス、クラブ、立食パーティー、
大人数での飲み会など

軽い風邪症状でも外出を控える
のどの痛みだけ、咳だけ、発熱だけなど

専門家会議は以下の2点を呼びかけています。

さらに、症状が出ていない人も、次ページ以降の
予防努力をすることで、万が一自分が感染者の場
合にも、感染拡大を予防できます。

Key points to prevent 
spread of infections



市民ひとりひとりがとるべき行動
感染者に出会っても、2m以内で飛沫を受け取らなければ、感染することはありま
せん。人と人が至近距離で長時間会話するパーティ・集会やライブなどのイベン
トへの出席を控え、飛沫感染の機会を減らしましょう。人と会話するときにはマ
スクをし、公共空間では咳エチケットを守りましょう。

一方で、無症状者や軽症者が接触感染で感染を広げていると考えられます。市民
ひとりひとりが注意して、接触感染の機会を減らすことが重要です。たとえば、

ペン先でボタン
を押す

指先を使わず、
矢印に触れない

ドアノブをエタ
ノール消毒

航空機座席のノブ
をエタノール消毒

Actions for the 
prevention

Even if you meet an infected 
person, you will not be 
infected if you do not 
receive droplets. Refrain 
from attending events such 
as parties, gatherings and 
live performances where 
people talk at close 
distances for a long time. 

On the other hand, 
asymptomatic and mild 
cases are spreading 
probably by contact 
infection. Please be careful 
and reduce the chance of 
contact transmission. 

For example,
Push a button with a pen.
Not push by your fingertips.
Disinfecting door knobs.
Disinfecting handles.



市民ひとりひとりがとるべき行動
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外出時にはできるだけマスクをしましょう。マスクには３つの効果があります。
（１）飛沫を防止する。
（２）鼻や口を触ることを防ぐ。
（３）喉の乾燥を防ぐ。

大谷義夫著『絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理』（日経BP)より

マスクが手に入らない場合、以下の2点を守りましょう。
（１）咳やくしゃみが出そうになったら、咳エチケットを守りましょう。
（２）鼻や口を触ることを、意識して防ぎましょう。

マスクは品薄ですが、キッチンペーパーで自作できます。この自作品でも、水分を
含む飛沫粒子は吸着しますので、飛沫防止の効果があります。
警視庁のページ：
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/saigai/yakudachi/tips/894323445411889152.html
動画： https://www.youtube.com/watch?v=YCfp8HjMeK4

布マスクではサージカルマスクよりウイルス感染率が高いという研究結果がありま
す。（MacIntyre et al. 2015. BMJ Open 5:e006577）
布マスクでは縦糸・横糸の間に隙間があるので、布マスクを使用する場合には、内
側にキッチンペーパーを挟みましょう。

Actions for the 
prevention

Please wear a face mask 
when going out. A mask has
three effects.
1) Prevent droplets
2) Prevent touching your 
nose or your mouth
3) Prevent dray throat.

Keep following two in case 
you can not get a mask.
1) Keep manner of cough
2) Prevent touching a nose 
or a mouth consciously

You can make a face mask 
by yourself using kitchen 
paper. See a movie at:

If you use a cloth mask, put 
kitchen paper inside to 
enhance the prevention 
effect by filling the mesh.

https://www.youtube.com/watch?v=YCfp8HjMeK4

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/saigai/yakudachi/tips/894323445411889152.html
https://www.youtube.com/watch?v=YCfp8HjMeK4
https://www.youtube.com/watch?v=YCfp8HjMeK4


正しいマスクの使い方
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マスクを使ううえでは４つの大切なポイントがあります（大谷義夫著、前掲書）。
（１）つけ外しはゴム紐を持って（マスク自体を触らない）。
（２）使い捨てを徹底する。
（３）正しいサイズを選ぶ（鼻からあごまでしっかり覆えるもの）
（４）マスクをつける前に手を洗う。
「マスク自体を触らない」というルールを守れない子どもには、無理につけさせる必要はあり
ません。子どもにはとくに、石鹸による手の洗い方をよく指導しましょう。

✖ 〇

マスクの表面はウイルス
などで汚染されているの
で触れてはいけない

How to use 
a face mask?

To use a face mask 
effectively, follow these 
rules:
1) Remove the mask by 
holding only the string (do 
not touch the front of the 
mask).
2) Discard the mask and do 
not reuse the mask.
3) Use an appropriately 
sized mask.
4) Clean your hands before 
applying the mask.

A kid who can’t follow the
manner “not touching the
mask” had better not to use
a mask.

Do not touch the mask 
surface, as it may be 
contaminated with viruses.



正しい手の洗い方
手洗いについても４つの大切なポイントがあります（大谷義夫著、前掲書）。
（１）石鹸をよく泡立てる。
（２）手のひらだけでなく、爪先、手の甲、指の間、手首をよく洗う。
（３）30秒以上かけてしっかり洗う。
（４）ペーパータオルで拭く。
ただし、手が荒れる場合にはよく水洗いし、石鹸使用は指先・爪先だけで良いでしょう。

写真はNHK解説ページより
https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_529.html
以下の動画もぜひご覧ください
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200227/k10012302221000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001

爪先を洗うには手に爪をあて円を描く 手を拭くにはペーパータオルが最善

How to wash 
your hands?

There are also four rules 
regarding hand washing.
(1) Whisk soap well.
(2) Wash not only the palm, 
but also the back of the 
hand, between the fingers, 
the tip of the nail, and the 
wrist.
(3) Wash thoroughly for 30 
seconds or more.
(4) Wipe with a paper towel.
However, if your hands get 
rough, wash it well with 
water and use soap only 
with your fingertips and 
toes.

To wash your toes, put your 
finger on your hand and 
draw a circle.
To wipe your hands, paper 
towels are the best way.
https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_529.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200227/k10
012302
221000 ht l? t i t

https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_529.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200227/k10012302221000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001


市民ひとりひとりがとるべき行動

東京・福岡など、急速に感染が拡大している地域では、感染拡大を防ぐために、
人と人が会うことをできるだけ減らす必要があります。

私たちは、自分が感染することを警戒するだけでなく、感染拡大を防ぐために協
力しあう必要があります。みんなに協力する気持ちを持つことは、恐怖や不安を
やわらげ、疾病リスクを減らすことにもつながります。
https://emira-t.jp/special/9447/

以下の行動指針を守り、感染拡大を防ぎましょう。

（１）風邪の症状がある場合には自宅で休養し、風邪の感染を広げない。
（２）パーティ・集会・カラオケなどに行かない。
（３）人と会話する場合にはマスクを着用する。
（４）不特定多数の人がふれる場所を触った後は石鹸でよく手を洗う。ドアノ
ブ・ボタンなどを消毒すれば、他の人の感染リスクも減らすことができる。
（５）健康管理を心掛け、疾病リスクを減らす。健康管理の基本は、十分な睡
眠、バランスのとれた食事、適度な運動、規則正しい生活、節酒、禁煙です。

Actions for the 
prevention

In areas where infection is 
spreading rapidly, such as 
Tokyo and Fukuoka, it is 
necessary to reduce the 
chances of meeting 
people as much as 
possible to prevent the 
spread of infection.

Follow these guidelines to 
prevent the infection.
1) Stay home when you 
have a cold.
2) Don't go to parties, 
gatherings, karaoke, etc.
3) Wear a face mask when 
talking with people.
4) Disinfect places where an 
unspecified number of 
people touch.
5) Take care of your health 
and reduce your risk of 
illness

https://emira-t.jp/special/9447/


九州オープンユニバーシティとは？

ウェブサイト https://open-univ.org/

九州オープンユニバーシティ（QOU）は、学び続ける場を市民に提供することで、
持続可能な社会づくりに貢献することをめざす、非営利型一般社団法人です。

SDGsの17目標を要約した、健康・こころ・地域・自然という４つのテーマについ
て研究を進めながら、オープンな教育の機会を市民と共に創っていきます。

What is Kyushu 
Open University ?

Kyushu Open University 
(QOU) is a non-profit 
general incorporated 
association that aims to 
contribute to the creation 
of a sustainable society 
by providing citizens with 
a place to continue 
learning.

We will create open 
educational opportunities 
with citizens while 
conducting research on 
the four themes of 
health, mind, community, 
and nature, which 
summarize the 17 goals 
of the SDGs.

https://open-univ.org/archives/1137
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