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10月の学内イベント情報について 

 

10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】Art at Tokyo Tech 2015秋 お昼のエントランスホールコンサート 

Art at Tokyo Tech 2015 秋 お昼のエントランスホールコンサートを開催します。 

日 時：  10月5日(月)、10月13(火)、10月28日(水)、11月6日(金) 12:30～13:00（予定）  

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 

 

【2】講演会「バーチャルリアリティの最前線」 

東京工業大学社会人教育院は（一社）蔵前工業会と共催で、「バーチャルリアリティの最前線」と題した講演会を

開催いたします。 

日 時：  10月7日(水)、10月14日(水)、10月21日(水)、10月28日(水) 各回18:30～20:30  

会 場： 田町キャンパス・イノベーションセンター1階 国際会議室（JR田町駅芝浦口徒歩1分） 

参加費： 一般社会人 １回2,500円     

対 象： 一般 （定員100名）  

申 込： 必要 

内 容： 10/7「身体の未来」,10/14「嗅覚ディスプレイの現状と今後の展望」,10/21「画像認識を用いた次世

代ユーザインタフェース」,10/28「『バーチャルリアリティ』をキーワードに『共創』やテクノロジ

ーなどについて」 

 

【3】工大祭2015 

工大祭は、大岡山キャンパスが1 年で最も熱気に包まれる、2 日間のお祭りです。講義室では様々な展示や発表

が行われ、様々なイベントが行われ、大いに盛り上がります。最先端の研究や技術を体験できる、恒例の研究室

公開も行います。 

日 時：  10月10日(土)、10月11日(日)  

会 場： 大岡山キャンパス 

参加費： 無料  

対 象： 一般  

申 込： 不要 

 



 

【4】原子炉工学研究所 施設公開（10月10日、11日）／原子力オープンスクール（10月11日） 

原子炉工学研究所では工大祭2015と合わせて、下記の日程で施設公開と原子力オープンスクールを開催いたしま

す。 

日 時： 10月10日(土)、 11日(日) 

会 場： 大岡山キャンパス 北1号館 1階会議室  

対 象： 一般   

申 込： 不要 

内 容： 原子炉の模型展示（10:00～18:00）研究室ツアー（1日2回開催 10:30～11:30、14:00～15:00） 

 

【5】科学教室「生命現象 ―物理と化学からのアプローチ―」開催 

BZ反応は化学反応の有名な例で、シマウマやキリン、熱帯魚の模様のような生物現象の複雑さを考えると、極め

て単純な試薬の混合によって容易に実現できます。実験ではどんな模様を作る事ができるでしょう。 

日 時： 10月10日(土) 13:00～16:00  

会 場： 大岡山キャンパス 西3号館 5階 基礎生物学実験室 

参加費： 無料  

対 象： 高校生以上 (抽選30名)   

申 込： 必要 (締切9/30) 

備 考： 薬品を使用する実験なので、各自、白衣を持参してください。 

 

【6】食文化共同研究会公開講義（7） 「食文化とビジネス」 

「ぐるなび」食の未来創成寄附講座では、第7回公開講義を下記のとおり開催いたします。 

日 時： 10月11日(日) 13:30～17:45（開場13:05）懇親会 18:00～19：00 

会 場： 田町キャンパス キャンパス・イノベーションセンター2階 多目的室4  

参加費： 無料（懇親会参加者のみ会費として500円） 

対 象： 一般・学生 

申 込： 必要 (先着30名)  

内 容： 「マレー半島における華人系喫茶文化コピティアムの混淆性とその展開」「ミャンマー茶産業の課題

と取り組み―シャン州ナムサン郡を事例として」「在来地域ブランドの価値と問題点―沖縄の在来豚

アグーの事例から―」 

 

【7】「科学教室「海辺に棲む生物の観察 ―ウニやヒトデはどうやって生きているの？―」開催 

夏に海で見かけたウニやヒトデはどうやって生きているのでしょう？ウニは棘だらけで動けるの？ヒトデは柔ら

かいの？硬いの？実際に見て、さわって確かめてみましょう。 

日 時： 10月11日(日) 10:00～12:00 

会 場： 大岡山キャンパス 西3号館 5階 基礎生物学実験室 

参加費： 無料  

対 象： 小学5・6年生以上対象 (抽選30名)   

申 込： 必要 (締切9/30) 

 

 



【8】第6回Techカフェ開催 

本学の技術を紹介し、ベンチャー企業の創出と成長をエンハンスする「Techカフェ」イベントを開催いたします。 

日 時： 10月13日（火）18:00～ 

会 場： 大岡山キャンパス 西9号館 コラボレーションルーム 

参加費： 無料  

対 象： 一般   

申 込： 必要 (締切10/8) 

内 容： 「メタボロゲノミクスTM」による、腸内環境を解析と健康情報の抽出・還元 

 

【9】第3回資源研国際フォーラム 

異なる研究分野間、研究所間、さらには海外との研究交流を促進し、資源化学研究所のさらなる発展を目指しま

す。 

日 時： 10月19日(月) 9:00～、10月20日(火) 9:30～ 

会 場： 大岡山キャンパス 東工大蔵前会館  

参加費： 無料 (懇親会のみ5,000円) 

対 象： 一般   

申 込： 必要  

内 容： 「次世代エレクトロニクス」「新エネルギー材料・デバイス」「医療材料・デバイス・システム」「環

境調和材料・デバイス」 

 

【10】東京工業大学COIシンポジウム 

文部科学省・科学技術振興機構が進めるセンター・オブ・イノベーション（COI）プログラムに採択された東工大

COI拠点がCOIシンポジウムを開催いたします。 

日 時： 10月20日(火) 13:00～17:30 (12:30より開場)  

会 場： 大岡山 キャンパス レクチャーシアター （西5号館3階W531講義室） 

参加費： 無料  

対 象： 一般 (定員250名)  

申 込： 必要  

内 容： 「～『以心電心』ハピネス共創社会の実現に向けて～」 

 

【11】教育革新シンポジウム CITL Institute Vol.1 

国内外の革新的な教育実践に携わる識者を招き、今後の大学教育を俯瞰した革新的な大学教育を考える教育革新

シンポジウムを開催します。 

日 時： 10月23日(金) 13:30～17:00   情報交換会 17:45～ 

会 場： 大岡山キャンパス レクチャーシアター（西5号館W531講義室） 

参加費： 無料 (情報交換会のみ会費制) 

対 象： 本学教職員ならびに学外の高等教育開発支援などに携わる教職員など   

申 込： 必要  

 

【12】第33回 蔵前科学技術セミナー 

日本における火山活動に関わる東京工業大学の観測研究の歩みと成果を発表いたします。 



日 時： 10月24日(土) 13:00～17:40（受付開始12:30） 交流会 17：45～ 

会 場： 大岡山キャンパス東工大蔵前会館1階 くらまえホール  

参加費： 無料 (交流会のみ 一般3,000円、学生は無料) 

対 象： 一般   

申 込： 必要 (締切10/20) 

内 容： 「活発化する火山列島・日本」 

 

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 

 

【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） 


