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超スマート社会卓越教育院

全⼤学院⽣対象
for all graduate students
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2020年10⽉登録の学⽣募集説明会を開催いたします。
本プログラムにご興味のある⽅は奮ってご参加ください。

学⽣募集説明会（第3回オリエンテーション）
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詳細はウェブサイトにて
お知らせいたします

オンライン開催
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申し込みはこちらから 6���
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異分野融合マッチングワークショップへの参加は、
超スマート社会卓越教育課程への登録要件の⼀つです︕

東⼯⼤⽣は、どなたでも参加できます︕
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オンライン開催の詳細は、
ウェブサイトにてお知らせい
たします。
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超スマート社会卓越教育院では、超スマート社会を牽引する⼈材を育成します

超スマート社会卓越教育院
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SSS卓越教育課程の特徴／

2020年度のイベント／

2020年10⽉登録・学⽣募集説明会（オリエンテーション）
2020年５⽉13⽇(⽔)17:15〜18:30　オンライン開催

異分野融合マッチングワークショップ
2020年6⽉17⽇(⽔)、11⽉11⽇(⽔)　オンライン開催

超スマート社会卓越教育院キックオフ記念式典　
2020年9⽉上旬＠くらまえホール

グローバルフォーラム
2020年9⽉上旬
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1. 連携機関と共同で、実際に超スマート社会を創造する研究プロ
　　ジェクトに参画する機会を提供します。

【超スマート社会基盤技術研究プロジェクト】
指導教員に加え、企業や⾃治体のアドバイザーから助⾔を受ける形態で、超スマート
社会を実現する基盤技術研究プロジェクトを実施し、異分野融合の課題解決⼒を
涵養します。

【超スマート社会創造研究プロジェクト】
マッチングが成⽴した研究テーマに関して、超スマート社会を創造する研究プロジェクトを
連携機関と共同で実施することにより、異分野融合の社会課題の解決に取り組むこと
ができます。

2. SSS推進コンソーシアムを介して、社会と連携した魅⼒ある教育
　　プログラムを提供します。 

【超スマート社会創造科⽬群】
超スマート社会推進コンソーシアム参加機関（国研、⺠間企業、⾃治体等）の協⼒
を得て、超スマート社会創造科⽬群を開講し、実社会の課題や超スマート社会の実
現に向けた先端技術を学ぶことができます。

【サイバー・フィジカルオフキャンパスプロジェクト】
超スマート社会推進コンソーシアムの参加機関に赴いて、オフキャンパスプロジェクトを
実施する機会を提供します。⾃⾝の専⾨にこだわらず、様々な分野の知識・スキルを
⾝につけることができます。

3. 学業・研究に集中できる経済的サポートを実施します。
・　超スマート社会リーダーシップ博⼠奨励⾦の⽀給
・　異分野融合共同研究推進のためのRA雇⽤

4. 海外連携機関等との共同研究の機会を提供し、渡航旅費の
　　⽀援を実施します。

【グローバルオフキャンパス研究プロジェクト】
海外連携機関やコンソーシアム参加機関の研究組織等に３ヶ⽉以上滞在し、⾃らの
研究テーマに関連したグローバルな共同研究を実施する機会を提供します。渡航旅費
として学⽣1⼈あたり最⼤80万円の補助を⽀給します。

5. SSS推進コンソーシアム参加機関を中⼼にキャリアパス⽀援を
　　　実施します。        

＜SSS教育研究フィールドの事例＞
1. ドローン・ロボットネットワークの分散協調制御
2. 量⼦コンピューティング⽤極低温技術
3. ５Gを活⽤する⾃動運転
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超スマート社会卓越教育課程
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