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専門分野の枠を越え，産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを目指して，リ

ーディングプログラムに採択された４つの教育院で学ぶ博士課程学生の姿をご覧いた

だきます。 

記 

 

【日 時】平成 26年 5月 14日（水）10:00～18:00 

【場 所】東京工業大学 東工大蔵前会館くらまえホール・ロイアルブルーホール 

      （東急目黒線・大井町線「大岡山」下車 すぐ） 

【プログラム】 

◆４教育院の教育プログラムのご紹介 

◆学生による課題提案グループワークと発表  

◆学生による専門分野のポスター発表 

◆学生との交流会 

【参加費】無 料 

【学生へ提示する課題（骨子）】 

2020 年の東京オリンピックにあわせて来日する世界の政府首脳やメディア、企業経営者に対し

て、以下いずれかの課題を解決する事業を提案せよ。 

(1) 地震に対する都市の安全確保 

(2) エネルギー確保と環境保全の両立 

(3) 高齢者社会への対応 

(4) 若年層の雇用拡大 

博士課程教育リーディングプログラム 

東京工業大学４教育院合同学生フォーラム 

－新たなキャリアを拓く 博士人材との出会い－ 

 

環境エネルギー協創教育院 

情報生命博士教育院 

グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育院 

グローバルリーダー教育院 



【申し込み＆問い合わせ先】 

東京工業大学 学務部 リーディング大学院支援室 

Email: lead.sui@jim.titech.ac.jp  

TEL: 03-5734-3117  FAX: 03-5734-3202 

※５月９日（金）までに、氏名（ふりがな）、所属、連絡先住所、電話番号、E-mail および  

交流会への出欠をお知らせください。 

 

【取材申し込み＆問い合わせ先】 

 東京工業大学 広報センター 

  Email:media@jim.titech.ac.jp 

TEL: 03-5734-2975  FAX: 03-5734-3661 

 

mailto:lead.sui@jim.titech.ac.jp


問い合わせ先　 東京工業大学　学務部リーディング大学院支援室
　　　　         　E-mail：　lead.sui@jim.titech.ac.jp

                             環境エネルギー協創教育院

　　　    　　  情報生命博士教育院

                 　　  グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育院

                 　　  グローバルリーダー教育院  

　　　   

主催

文部科学省　博士課程教育リーディングプログラム
東京工業大学 4教育院合同学生フォーラム

～新たなキャリアを拓く 博士人材との出会い～

専門分野の枠を超え、産学官にわたりグローバルに活躍する
リーダーを目指す学生の姿をお見せします。

日時：平成 26年 5月 14 日（水）
　　　10:00 ～ 18:00

場所：東工大蔵前会館 くらまえホール
　東京都目黒区大岡山 2-12-1
　東急目黒線・大井町線 大岡山駅徒歩 1分
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　　　    　　  情報生命博士教育院
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                 　　  グローバルリーダー教育院  
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専門分野の枠を超え、産学官にわたりグローバルに活躍する専門分野の枠を超え、産学官にわたりグローバルに活躍する専門分野の枠を超え、産学官にわたりグローバルに活躍する
リーダーを目指す学生の姿をお見せします。リーダーを目指す学生の姿をお見せします。リーダーを目指す学生の姿をお見せします。

日時：平成 26年 5月 14 日（水）日時：平成 26年 5月 14 日（水）日時：平成 26年 5月 14 日（水）
　　　10:00 ～ 18:00　　　10:00 ～ 18:00　　　10:00 ～ 18:00

場所：東工大蔵前会館 くらまえホール場所：東工大蔵前会館 くらまえホール場所：東工大蔵前会館 くらまえホール
東京都目黒区大岡山 2-12-1東京都目黒区大岡山 2-12-1東京都目黒区大岡山 2-12-1

　東急目黒線・大井町線 大岡山駅徒歩 1分　東急目黒線・大井町線 大岡山駅徒歩 1分　東急目黒線・大井町線 大岡山駅徒歩 1分



  

＜プログラム＞  ※ 若干変更が生じる可能性がございます。 

時 間 くらまえホール ロイアルブルーホール ギャラリー 

10:00 
10:10 

開会挨拶 
三島良直（東京工業大学長） 

 

学生の専門分野ポ
スター発表 
（グループワーク
時間中に説明オブ
リゲーションタイ
ムを設けます） 

10:10 
10:20 

学生グループ構成・課題確認 

10:20 
 

12:00 

4教育院の教育プログラムのご紹介 
4教育院長 

学生グループワーク 
 ※内容は下記のとおり 

12:00 
13:00 

昼休み 

13:00 
 

15:00 
 

15:00 
 

16:00 
学生グループワーク発表 

 16:00 
16:20 

学生グループワーク講評 

16:20 
16:30 

閉会挨拶 
丸山俊夫（東京工業大学理事・副学長） 

16:30 
18:00  学生との交流会 

 参加費： 無 料 

 2020年の東京オリンピックにあわせて来日する世界の政府首脳やメディア、企業経営者ら
に対して、メンバーの専門能力を活かして、以下のいずれかの課題を解決する事業をグルー
プで提案せよ。 

① 地震に対する都市の安全確保 
② エネルギー確保と環境保全の両立 
③ 高齢化社会への対応 
④ 若年層の雇用拡大 

・ 自身の専門分野だけでなく、社会的課題を解決するために必要な広範な分野に対する関心
と俯瞰力 

・ その場で構成されるグループにおいて、さまざまな専門性を有するメンバー間で一つの提
案をまとめる合意形成力とリーダーシップ 

・ グループワークの中で発表される「サプライズ課題」（内容は当日発表）に対する臨機応
変な対応状況 

など、従来の博士課程学生とは異なった能力の養成状況にご注目ください。 

 

 

お申し込みは 

    東京工業大学 学務部リーディング大学院支援室 

    Fax： 03-5734-3202   E-mail： lead.sui@jim.titech.ac.jp 

  ５月９日（金）までに ご氏名（ふりがな）・ご所属・ご連絡先住所・電話番号・E-mail・ 

  交流会へのご出欠をお知らせください。 


