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11月の学内イベント情報について 

 

11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】 教育革新シンポジウム CITL INSTITUTE 2016  

東工大教育革新センターの1年間を振り返り、海外大学の動向と共に今後の教授学習支援の姿を考える、教育革

新シンポジウムを以下の要領で開催します。 

日 時：  11月1日（火）14:00～17:30（受付開始 13:30～） 

会 場：  東京工業大学 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、情報交換会は会費制3,000円 

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 

 

【2】 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. 9月28日、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  

 

【3】 Startup Weekend Tokyo Tech vol.5 【11/4～6開催、プレイベント10/19】 

本学・チーム志向越境型アントレプレナー育成（CBEC）プログラムが協賛する（主催は Startup Weekend）起業

イベントStartup Weekend Tokyo Tech vol.5を大岡山キャンパスで開催します。 

日 時：  11月4日（金）18:00～21:00（受付17:30～） 

11月5日（土）、6日（日） 9:00～21:00 

会 場：  東京工業大学 大岡山キャンパス 百年記念館 

参加費： 学生チケット（7食付き） 5,000円、一般チケット（7食付き） 9,000円 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込：  必要 



【4】12th バイオコン＆バイオで遊ぼう 

東京工業大学生命理工学院の1年目の学生がバイオに関するテーマで社会に役立つ“ものつくり”をする授業「バ

イオものつくり1、2」に取り組んできました。このコンテストはその成果発表会です。 

日 時：  11月12日（土） コンテスト 9:30～、発表会／お試しタイム 14:45～16:15 

会 場：  東京工業大学 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 

対 象：  一般 

申 込：  不要 

 

【5】東工大コンサートシリーズ2016秋 Fleur de Paris 

2015年から始まった東工大コンサートシリーズ（Art Meets Engineering@Tokyo Tech）の2016年度第2回目は、

パリへのオマージュをお送りします。 

日 時： 11月14日（月）18:00開演（17:20開場、19:40終演予定） 

会 場： 東京工業大学大岡山キャンパス 西9号館 ディジタル多目的ホール 

参加費： 無料 

対 象： 本学の学生・教員・職員、一般（未就学児童はお断りしています。） 

申 込： 必要 

一般の方は E-mailに「氏名、住所、電話番号、枚数（2枚まで）」をご記入の上、以下のアドレスま

でお申込みください。折り返し、メールで整理券引き換え方法を送付します。（申込は、E-mail のみ

とさせていただきます。tokyotechconcert@yahoo.co.jp） 

当日券は関係者席開放およびキャンセル等による当日券がある場合、18時頃から会場で配布いたしま

す。ただし、整理券の確約はできませんのでご了承ください。 

 

【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」 

今年の秋から来年にかけて、リヒャルト・ワーグナーの四部作「ニーベルングの指環」が日本各地で上演されま

す。 ワーグナーの作品をより広く、深く知っていただくために、ワーグナーの専門家である本学リベラルアーツ

研究教育院の 山崎太郎教授による連続講演会を開催します。 

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

いずれも18:00～21:00(17:30開場) 

会 場： 東京工業大学大岡山キャンパス 西5号館 W541号室 

参加費：本学の学生および職員は無料（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）  

対 象： 本学の学生・教員・職員、一般 

申 込： 不要 

当日そのまま来ていただいても入場は可能ですが、おおよその人数把握のため、以下のお問い合わせア

ドレスに簡単に受講希望の日にち、氏名（人数）を明記して送っていただけると、席・配布資料の用意

も確実にできます。申込みがあった時点で、メールにて確認の返信をいたします。 

お問い合わせアドレス : ila2016@ila.titech.ac.jp 

 

 



【7】第2回 NTU―東工大合同ワークショップ開催 

本学の協定校であるシンガポール南洋理工大学（NTU）との合同ワークショップを開催します。 

日 時： 1日目  11月17日（木） 9:30 ～17:20 （受付9:00 -）  

2日目  11月18日（金） 9:30 ～12:40 （受付9:00 -） 

会 場： 

1日目 ：オープニングセッション（9:30 ～12:15） 

大岡山キャンパス 西5号館 W531 レクチャーシアター 

分科会（13:45 - 17:20） 

大岡山キャンパス 西5号館 W531 レクチャーシアター 

西8号館 10階会議室 

本館 345号室   

南1号館 215号室 

    2日目：基調講演・クロージングセッション（9:30 ～12:40） 

大岡山キャンパス 西5号館 W531 レクチャーシアター 

参加費： 無料 

使用言語: 英語（同時通訳なし） 

対 象： 本学の学生・教員・職員、一般 

申 込：  必要 

 

【8】東京工業大学COIシンポジウム2016 

人と技術の共生は、どこへ向かうべきでしょうか。東工大COIでは、人が互いの違いや価値を認めながらも、コ

ミュニケーション支援を通じて多様なかたちの絆で結ばれる「ハピネス共創社会」の実現を目指しています。 

日 時：  11月24日（木） 13:00～17:40（12:30開場） 

会 場： 東京工業大学 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： 本学の学生・教員・職員、一般 

申 込：  必要 

 

【9】グローバルリーダー教育院・経済産業省共同開催「政策シミュレーション（政策立案体験）：官民で世界の

巨大マーケットを獲得せよ～インフラ輸出、インド政策を例に～」 

日 時： 11月25日（金）17:30～21:30 

会 場： 東京工業大学 大岡山キャンパス 石川台7号館ELSIホール 

参加費： 無料 

対 象： 学部生・大学院生（本学以外の学生も応募可能です）   

申 込：  必要 

 

 

 

 

 

 



【10】平成28年度 東工大博士後期課程 全学説明会 

博士後期課程に少しでも興味のある学生や保護者の方々を対象とした全学説明会を開催します。 

日 時：  11月28日（月） 10:00 ～12:00、11月29日（火） 15:30 ～ 17:30 

※いずれも同内容で、大岡山とすずかけ台の両キャンパスで遠隔実施します（28日はすずかけ台、29

日は大岡山がメイン会場です）。 

会 場： 東京工業大学大岡山キャンパス 西5号館 3階 レクチャーシアター（西５号館W５３１講義室） 

東京工業大学すずかけ台キャンパス 大学会館 すずかけホール 

参加費： 無料 

対 象： 学内・学外、学生・保護者問いません。博士後期課程に興味がある方は是非ご参加ください。 

申 込：  不要 

 

 

 

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） 


