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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】一般公開講座「バイオインフォマティクスと30年後の研究」 

第5回生命医薬情報学連合大会(9/29～10/1)の最終日に一般公開講演が開催されます。 

日 時：  10月1日(土) 15:00～ 

会 場： 東京・お台場 東京国際交流館プラザ平成 国際会議場 

参加費： 無料  

対 象： 一般 (先着50名) 

申 込： 不要  

 

【2】健康・衛生週間特別講演会「健診結果の活かし方」 

健診結果の見方、考え方について判りやすく解説いたします。健診結果をご持参されることをお勧めします。 

日 時：  10月3日(月) 15:30～17:00    

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 

すずかけ台キャンパス J2棟 20階中会議室 

参加費： 無料  

対 象： 本学学生・教職員・一般  

申 込： 不要  

 

【3】CERI寄附講座「ゴム・プラスチックの安全、安心 －身の回りから先端科学まで－」（2016年 後期） 

私たちの身の回りにある化学品を含むゴムやプラスチックとその製品の安全・安心に関する情報とやさしい科学

を、一般の方にもわかりやすく紹介します。将来の安心・安全な材料・製品設計の基礎を学べるようにします。 

日 時： スケジュール 1.10月5日・12日・19日・26日・11月2日・9日・16日 

スケジュール 2.11月30日、12月7日・14日・21日、2017年1月11日・18日・25日、2月1日 

各日水曜日 10:45～12:15 

会 場： スケジュール 1. 東京工業大学 大岡山キャンパスS221 （南2号館2F） 

スケジュール 2. 東京工業大学大岡山キャンパス W611（西6号館1F） 

参加費： 無料   

対 象： 一般  (先着25名) 

申 込： 必要  

 

 



【4】第2回 大岡山健康講座 

リベラルアーツ研究教育院と東急病院共催で、地域や沿線にお住まいの方々を対象にした「大岡山健康講座」を

開催します。 

日 時： 10月5日(水) 14:30～16:00（予定） 

会 場： 大岡山キャンパス東工大蔵前会館 ロイアルブルーホール 

参加費： 無料   

対 象： 一般  (定員120名) 

申 込： 必要  

内 容： 「椅子を使った運動でサルコぺニア（加齢性筋減弱症）を予防しよう！」「加齢に伴う膝の痛み」～

その原因と対策、治療法について～ 

 

【5】東工大 グローバル水素エネルギー研究ユニット 第2回公開シンポジウム 

国内外の水素利用技術の現状と将来展望を共有するための公開シンポジウムを開催します。 

日 時： 10月5日(水) シンポジウム： 13:30～17:30  意見交換会： 17:30～19:00 

会 場： 大岡山キャンパス 東工大蔵前会館 （シンポジウム： くらまえホール  

意見交換会： 同建物内（調整中）） 

参加費： 無料  （意見交換会は3,000円、当日払い） 

対 象： 一般   

申 込： 必要 (先着300名) 

 

【6】リベラルアーツ教養講座「ワーグナー『ニーベルングの指環』のコスモロジー」 

リベラルアーツ研究教育院教授であり、ワーグナーの専門家でもある山崎太郎先生による連続講演会です。 

日 時： 10月6日(木)・13日(木)、26日(水)、11月16日(水)、24日(木)  

いずれも18:00～21:00 （17:30開場） 

会 場： 大岡山キャンパス 西5号館 W541号室 

参加費： 東工大生および東工大教職員は無料（要：身分証明書提示）。 

     一般の方は1回につき1,000円（当日徴収） ※初回には5回シリーズ券（4,000円）も販売。 

対 象： 一般   

申 込： 不要 (事前申込も可) 

 

【7】科学技術創成研究院 設立記念式典 

科学技術創成研究院の設立記念講演会・記念式典を開催いたします。細野秀雄教授、大隅良典栄誉教授、そして

ノーベル化学賞受賞の白川英樹博士が講演します。 

日 時： 10月7日(金) 第1部 10:00～15:00  第2部 15:00～17:30 

会 場： 記念講演会： すずかけ台キャンパス 大学会館 多目的ホール 

     記念式典・祝賀会：すずかけ台キャンパス 大学会館 3階ラウンジ 

参加費： 学外の方：無料 学内の方：2,000円/人 

対 象： 一般 

申 込： 必要 

 

 



【8】工大祭2016  

 工大祭とは、東京工業大学 大岡山キャンパスにて、毎年10月に開催される学園祭です。 

日 時： 10月8日(土) ・9日(日) 10:00～18:00 
会 場： 大岡山キャンパス 
参加費： 無料 
対 象：  一般・学生 
申 込： 不要 
 

【9】東京工業大学社会人アカデミー主催／蔵前工業会共催 講演会「深海と宇宙」 

研究、開発、制作の最前線に立つ5名の講師による「深海と宇宙」と題した講演会を開催いたします。 

日 時： 10月11日・18日・25日（いずれも火曜日）各回19:00～21:00（開場：講演開始20分前予定）  

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： 一般2,500円/回 本学社会人教育院および社会人アカデミー講座受講生・修了生2,000円/回 小・

中・高・専門学校・大学・大学院等学生（専門学校・大学・大学院等学生は当日、要学生証提示）900

円/回 蔵前工業会会員・ゴールドカード家族会員、本学学生、本学教職員 無料（席数に限り有） 

対 象： 一般・学生  (定員各回287名) 

申 込： 必要 (先着順) 

内 容： 「超小型衛星・宇宙機による新しい宇宙活動」「深海の宇宙とはなんだったのか 作品を通じて伝え

たかった事」「地上最高の星作りを目指して～MEGASTAR開発ストーリー～」 

 

【10】Tokyo Tech Inspiring Lecture Series 2016「材料が拓く未来社会」 

2014年ノーベル物理学賞に輝いた、名古屋大学の天野浩教授をお迎えし、細野秀雄教授と共に、先生方の切り拓

いてきた材料科学・技術の世界と、それらがもたらす未来社会へのインパクトについてお話しいただきます。 

日 時： 10月13日(木) 15:00～17:30（開場14:30） 

会 場： 大岡山キャンパス 東工大蔵前会館1F くらまえホール 

参加費： 無料   

対 象： 一般・学生   

申 込： 必要 (先着360名) 

内 容： 「GaNの工学と未来社会へのインパクト」 「元素戦略と未来の材料」 

 

【11】第35回蔵前科学技術セミナー 

「地球と生命の謎 ～生命の起源はどこまでわかったのか？ 宇宙における生命の存在確率は？～」を特集テーマ

とする講演会を開催致します。 

日 時： 10月22日(土) 講演会 13:00～17:15（受付開始12:30）交流会 17:30～19:00  

会 場： 大岡山キャンパス くらまえホール（講演会）、ロイアルブルーホール（交流会） 

参加費： 講演会：無料 交流会： 3,000円（学生無料） 

対 象： 一般 ・学生  

申 込： 必要  

内 容： 「系外惑星 ― 宇宙における生命」「熱湯の中の微生物・ウイルスから探る生命の起源と進化」 

「生命を宿す惑星の条件」 

 



【12】第9回 高校生バイオコン2016 & 教材で遊ぼう！ 

高校生たちが独自のアイディアで小中学生向けバイオ系教材を開発し、その出来映えを競い合うコンテストです。  

日 時： 10月22日(土) コンテスト開始：10:00～／教材で遊ぼう（おためしtime）：14:30～ 

会 場： すずかけ台キャンパス 大学会館（すずかけホール）3F 多目的ホール 

参加費： 無料 入退場自由  

対 象： 一般・学生・小中学生 

申 込： 不要 

 

【13】第1回神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア講座 

新たな医療や技術の創出、それに付随する人材育成に向けて、「健康増進と豊かな暮らしを実現するための最先端

技術とその産業応用」というテーマのもと、3回の公開講座を行います。 

日 時： 10月23日(日) 13:30 - 16:30（開場：13:00） 

会 場： 崎陽軒本店5階マンダリン (横浜駅東口改札から徒歩1分) 

参加費： 無料   

対 象： 一般・学生   

申 込： 必要 (先着130名) 

 

【14】東工大AESセンター第9回シンポジウム 

科学技術創成研究院 先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）の 9回目となるシンポジウム「強靭な

まちづくりを支えるエネルギーシステムの構築」を開催します。 

日 時： 10月27日(木) 14:00～17:15 （13:30 開場） 

会 場： 大岡山キャンパス 東工大蔵前会館1F くらまえホール 

参加費： 無料   

対 象： 一般・学生   

申 込： 必要 

 

【15】TdX講演会#05「チームとゲームづくり」 

「どうすればチームでゲーム開発できるのか？」実際にゲームの開発に携わっていらっしゃる方々をお迎えして、

ゲーム開発に絡めたチームづくりの話をお聞かせいただきます。 

日 時： 10月28日(金) 18:30～20:00 

会 場： 大岡山キャンパス 西9号館 W933 

参加費： 無料   

対 象： 一般・学生   

申 込： 必要（先着） 

 

 

 

 

 

 

 



【16】RSC Inorganic Chemistry Symposium 

海外講演者3名、国内講演者6名とRSCの Dalton Transactions誌編集部編集長による講演があります。Dalton 

Transactionの領域に焦点を当てており、広い意味での無機・錯体化学をテーマとしたシンポジウムです。 

日 時： 10月28日(金) 10:00～17:30 

会 場： 大岡山キャンパス 西9号館2階（入口階） ディジタル多目的ホール 

参加費： 無料   

対 象： 一般・学生   

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 

 

【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） 


