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ぷ厨⑭丘詈凸

東京工業大学超スマ ー ト社会卓越教育院
キックオフ記念式典

2020.3.11⑧ 13:30,..._,

会場：東京工業大学蔵前会館くらまえホール

［対象：学生および

一

般の方／右記ウェブサイトよりお申込み下さい。

（申込メ切： 2月26日） https:// www.wise-sss.titech.ac.jp]

超スマ ー ト社会(Super Smart Society)を牽引する博士人材を育成する超スマ ー ト社会卓越教育院の発足を記念して、 キックオフ記念式典を
開催いたします。 超スマ ー ト社会卓越教育課程は、 文部科学省の卓越大学院プログラムに採択された新世代の教育プログラムです。
13:30

開会挨拶

益

13:40

来賓挨拶

文部科学省代表

来賓挨拶

経済産業省代表

14:00

14:30

一

哉

東京工業大学学長

超スマ ー ト社会推進事業について（超スマ ート社会推進コンソ ー シアム＋卓越大学院プログラム）
岩附信行

東京工業大学工学院長

上田紀行

東京工業大学リベラルアー ツ研究教育院長

各界の超スマ ー ト社会へ向けた取り組みと本プログラムヘの期待

直

詈凸

柏木孝夫

東京工業大学科学技術創成研究院先進エネルギ ー 国際研究センタ ー （統括アドパイザ ー 代表）

安藤

国立高等専門学校機構（特別アドバイザ ー 代表）

真

佐藤一 憲

川崎市（自治体アドバイザ ー 代表）

児島史秀

情報通信研究機構（研究アドバイザ ー 代表）

＾
稟

川原伸章

株式会社デンソ ー（企業アドバイザ ー 代表）

Ali Sadri

Intel Corporation (海外アドバイザ ー 代表）

16:00

超スマ ー ト社会卓越教育課程の紹介

16:30

教育研究フィー ルド（ロボティクス、 スマ ー トモビリティ等）見学
懇親祝賀会 新型コロナウィルスをめぐる情勢に鑑み、懇親祝賀会は中止いたします。

阪口
18:30

啓

東京工業大学 超スマ ー ト社会卓越教育院長

超スマ ー ト社会グロ ーバルフォ ー ラム

2020.3.12 ⑧ 13:00~

会場：東京工業大学大岡山キャンパス南2号館221-224講義室

ー可尉雫

［対象：学生および超スマ ー ト社会卓越教育院関係者／右記ウェブサイトよりお申込み下さい。（申込メ切：2月26日）

https://www. wise-sss. titech.ac.jp]

卓越教育院プログラムの海外アドバイザ ー と所属学生の交流ワ ー クショップを企画中ですI

竺〖
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Tokyo Tech Academy for Super Smart Society
Opening Ceremony

2020.3.11呈13:30~
Venue : Tokyo Tech Front [for students and the general public/ Please apply at the website by February 26. https://www.wise-sss.titech.ac.jp]
13:30
13:40
14:00

み国 ー
ニぼ学�/

14:30

16:00
16:30
18:30

Opening remarks by Dr. Kazuya Masu (President ofTokyo Institute ofTechnology)
Guest greetings by a representative of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
Guest greetings by a representative of Ministry of Economy, Trade and Industry
About Super Smart Society Promotion Project (SSS Consortium+ WISE-SSS)
Prof. Nobuyuki lwatsuki (Dean of School of Engineering,Tokyo Institute ofTechnology)
Prof. Noriyuki Ueda (Dean of Institute for Liberal Arts,Tokyo Institute ofTechnology)
Initiatives toward Super Smart Society in various fields and expectations for this education program
Prof.Takao Kashiwagi (International Research Center of Advanced Energy System for Sustainability)
Dr. Makoto Ando (National Institute ofTechnology)
Mr. Kazunori Sato (Kawasaki City)
Dr. Fumihide Kojima (National Institute of Information and CommunicationsTechnology)
Dr. Nobuaki Kawahara (DENSO Corporation)
Dr. Ali Sadri (Intel Corporation)
Introduction of curriculum of WISE-SSS
Prof. Kei Sakaguchi (Dean ofTokyoTech Academy for Super Smart Society)
Visit SSS education and research fields (Robotics, Smart mobility, etc.)
Reception Reception has been canceled because of the current situation over corona virus.

ポg
紹⑭企詈凸量十遵釦衿
Super Smart Society Grobal Forum

2020.3.12 目 13:00~

e 誓凸

Venue : Room. 221-224, South Bldg. 2, Ookayama Campus [for students and persons concerned 555]
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