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東京工業大学広報センター長 

大 谷  清 

 

7月の学内イベント情報について 

 

7月に本学が開催する一般の方が参加可能な公開講座、シンポジウムなどをご案内いたします。 

 

【1】大田区民大学(東工大提携講座) 最新科学技術が生み出す明るい未来 

大田区が主催している「大田区民大学」と提携し、毎年一般の方向けに講座を開いています。 

日 時：  7月2日(水) 19:00～ 

会 場： 大岡山キャンパス 本館H111講義室 

参加費： 無料  

対 象： 大田区に在住・在勤・在学で年齢が16歳以上の方 

申 込： 必要 (締切終了) 

内 容： 7/2 「人工衛星・宇宙ロボット」機械宇宙システム専攻 小田光茂教授 

 

【2】Art at Tokyo Tech 2014 お昼のエントランスホールコンサート 

日 時：  7月2日(水) 12:30～13:00 

会 場： 大岡山キャンパス 西9号館 エントランスホール 

参加費： 無料  

対 象： 一般 

申 込： 不要 

 

【3】第21回大岡山蔵前ゼミ「文系と理系の交差点に立つ」 

大岡山蔵前ゼミは日本社会や経済をリードしている先輩が、これから社会に出る学部生・大学院生に熱いメッセ

ージを送るものです。 

日 時：  7月8日（火） 講演会17:00～18:30 懇親会18:30～20:30 

講 師： 富士ゼロックス株式会社 取締役 常務執行役員  勝丸 泰志氏 

会 場： 講演会 東工大蔵前会館1階 蔵前ホール、懇親会 同ロイアルブルーホール 

参加費： 学生無料、一般1,000円（含懇親会費） 

申 込： 必要 

 



【4】建築学科 建築学専攻 卒業設計・ 修士制作展2014 

「東京工業大学 建築学科・建築学専攻 卒業制作・修士制作展 2014」を開催致します。 
ご都合がつきましたら是非お立ち寄りください。 

日 時： 6月25日(水)～7月9日(水) 10:30～16:30 （土日祝休館） 

会 場： 大岡山キャンパス 百年記念館1階展示ホール 

参加費： 無料 

対 象： 学生・教職員・一般 

申 込： 不要 

 

【5】第23回 先端光量子科学アライアンスセミナー 

先端光量子科学アライアンスは「光と物質の相互作用」をテーマに、下記の通りセミナーを開催いたします。 
大学生から社会人の方まで、奮ってご参加ください。 

日 時： 7月9日(水) 13:55～16:50 

講 演： 小長井 誠 (東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 教授) 

鈴木 健伸 (豊田工業大学 大学院工学研究科 極限材料専攻 准教授) 

会 場： 大岡山キャンパス  情報理工学研究科 大会議室 (西8号館10階) 

参加費： 無料  

対 象： 一般   

申 込： 不要 

 

【6】Tokyo Tech Inspiring Lecture Series Series 1 "Origins：Earth and Life" Science at ELSI 

ノーベル生理学・医学賞を受賞したジャック・ショスタク博士をはじめとした4人の世界トップレベル研究者が、

それぞれの専門分野の視点から「地球・生命の起源と進化」の研究最前線をお話しし、その謎に迫ります。 

日 時： 7月16日(水) 13:30～17:15 (開場 12:30) 

講 演： Jack W. Szostak ハーバード大学メディカルスクール教授 

     Dimitar Sasselov ハーバード大学生命起源イニシアチブディレクター 

     廣瀬 敬 東京工業大学地球生命研究所教授 

     Joseph L. Kirschvink カリフォルニア工科大学卓越教授 

会 場： 大岡山キャンパス 東工大蔵前会館くらまえホール 

参加費： 無料 

対 象： 一般（日英同時通訳あり） 

申 込： 必要 7月4日(金)締切 

 

【7】Art at Tokyo Tech 2014 summer ラテンジャズビッグバンド 演奏会 東工大 ロス・ガラチェロス 

Art at Tokyo Tech 2014 summer は「目を軽く閉じて」と題して、私たちの想像性を高め、目に見えないものを

希求する場を設けたいと思います。現代を超えた新たな時空を作り出す試みに是非ご参集ください。 

日 時：  7月16日（水） 18:30～ 

会 場： 大岡山キャンパス 西9号館 ディジタル多目的ホール 

参加費： 無料  

対 象： 一般 

申 込： 不要 



【8】Stanford大学d.school講師による「デザイン思考」講演会 

革新を起こすコンセプトとして注目を浴びている「デザイン思考」、その中心となるd.school、及び、創造性を培

う「場」について、お話を伺います。「革新」「起業」「事業開発」「リーダシップ」の本質を理解したい方は、是

非、ご参加下さい。 

日 時：  7月18日（金）17:00～19:00 

会 場： 大岡山キャンパス 西9号館 ディジタル多目的ホール 

参加費： 無料  

対 象： 学生・教職員・一般：約100名程度（使用言語は英語です） 

申 込： （定員に達しました） 

 

【9】第2回 日経 星新一賞記念イベント Imagination Engine / 想像の天才たち 

卓越したイマジネーションを武器に、時代を切り拓いているトッププレーヤー達のイマジネーションはどこから

来るのか? 頭の中は一体どうなっているのか? 作家、漫画家からエンジニア、メディアアーティストまで、誰も

思い付かないことを生み出しつづける、その発想と想像の源泉に迫ります。 

日 時：  7月22日（火）16:00 開場 各部入れ替え制 

会 場： 大岡山キャンパス 東工大蔵前会館 

参加費： 無料  

対 象： 一般、定員150名（各部入れ替え制） 

申 込： 必要 7月9日（水）締切（応募多数の場合は抽選） 

 

【10】地球とあそぼう2014 -石の不思議を調べて地球を知ろう- 

「地球とあそぼう2014」では、鉱物を割ったり顕微鏡で観察して、鉱物の形や色の秘密に触れたり、ボリビア産

化石を石の中から取り出す実習を行います。みなさん地球と一緒に遊びましょう。 

日 時：  7月30日（水） 9：45～ 13：45～ のいずれか 

会 場： 大岡山キャンパス 百年記念館1F 

参加費： 無料  

対 象： 小学5、6年生 100名（先着順） 

申 込： 必要 

 

一部締め切りを過ぎているものがございますが、取材をご希望の場合はご連絡ください。 

【イベントカレンダー】 http://www.titech.ac.jp/event/index.html 

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） 


