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報道機関 各位 

東京工業大学広報・社会連携本部長 

岡 田  清 

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】理工系学生能力発見・開発プロジェクト 第12回シンポジウム 

「宇宙エレベーターの実現可能性と未来への道」 

    サイエンス・フィクションで時々登場する宇宙エレベーター。ロケット、宇宙シャトルなどの力に借りずに、

新幹線気分で宇宙に進出できる夢の建造物。もし、これはただのフィクションではなく、現実に作ることが

できると言われたら？今回のシンポジウムでは、実際に研究に関わる人と共に、宇宙エレベーターの実現可

能性を中心に未来を語ります。 

日 時：  11月1日（水）17:30 - 19:30 

会 場：  大岡山キャンパス 西9号館2階コラボレーションルーム 

参加費：  無料 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込： 不要 

 

【2】CERI寄附公開講座「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―」（2017年後期） 

本講座では前半の講義として、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。更に後半の講義では、少

し高度な内容として、最先端の安全性評価技術、劣化と寿命予測技術、耐性向上技術、高性能・高強度化技

術・材料に関する科学を紹介し、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：  ①9月27日（水）、10月4日（水）、10月11日（水）、10月18日（水）、10月25日（水）、 

11月1日（水）、11月8日（水）、11月15日（水） 

②11月29日（水）、12月6日（水）、12月13日（水）、12月20日（水）、2018年1月10日（水）、 

1月17日（水）、1月24日（水）、1月31日（水） 

※各日 10:45 - 12:15 

会 場：  ①大岡山キャンパス 本館 H135教室 ②大岡山キャンパス 大岡山西講義棟2 611教室 

参加費：  無料 

対 象： 一般 

申 込： 必要 

 

 

 

 



【3】第1回実践的原子力安全教育道場アジア大会inふくしま 研修生募集 

日本と海外の大学から選抜した学生が、茨城・福島に集まり、原子力に関する講義と施設等の見学やグルー

プ討論を行います。学生同士の国際交流もできる良い機会ですので、ぜひふるってご応募ください。 

日 時：  10月29日（日） - 11月3日（金） 5泊6日 

会 場：  茨城県（日立市）、福島県（いわき市他） 

参加費：  無料 

対 象： 海外の学生5名程度、国内の学生（大学連合連携大学）5名程度を選抜します。 

申 込： 必要 

 

【4】第38回蔵前科学技術セミナー「加藤与五郎博士没後50年記念講演会」 

     東京工業大学の同窓会である一般社団法人蔵前工業会は、時宜に適した技術テーマを取り上げて｢蔵前科学技

術セミナー｣を主催してきました。 

今年は「フェライトの父」と呼ばれ、また東工大資源化学研究所を開設され初代所長を務められた加藤与五

郎博士の没後50年にあたり、蔵前工業会東海支部が出身地である愛知県刈谷市の協力を得て、記念事業の一

つとして刈谷市にて開催します。 

日 時：  11月5日（日）14:00 - 17:10（開場13:30） 

会 場：  刈谷市産業振興センターホール 

参加費：  無料 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込： 不要 

 

【5】第61回 My Study Abroad 留学報告会 

     本学のプログラムにより留学した学生の報告会を開催します。経験者の話を聞き、語学の勉強方法や留学費

用など気になることを質問できるチャンスです。事前登録不要、出入り自由ですので、興味のある方は直接

会場にお越しください。なお、昼食時のイベントですので、飲食が可能です。 

日 時：  11月7日（火）昼休み 12:20 - 

会 場：  大岡山キャンパス 西9号館1階 インターナショナル・コミュニケーションズ・スペース（HUB-ICS） 

参加費：  無料 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込： 必要 

 

【6】ゴットフリート・ワグネル没後125年記念講演会 

 ゴットフリート・ワグネルは本学の前身である東京職工学校の創立に関わり、本学草創期の教育・研究に貢

献しました。今年はワグネルの没後125年にあたります。そのような節目の年の命日（11月8日）に、ワグ

ネル研究の第一人者である本学の道家達將特命教授・名誉教授が記念講演をします。ワグネルの顕彰と新し

い交流の輪が広がる機会になることを願いつつ、多数の皆さんのご来場をお待ちしています。 

日 時：  11月8日（水）18:30 - 20:00 

会 場：  OAG・ドイツ文化会館1階 ホール 港区赤坂7-5-56（地下鉄青山一丁目駅、出口4南、徒歩8分） 

参加費：  無料（講演後 懇親会を開催いたします。申し込みは当日会場にて受付） 

対 象： 一般 

申 込： 不要 



【7】藝大生と東工大生による名曲コンサート＆メシアン 世の終わりのための四重奏曲 

 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 2017年は、若者

たちの祭典。東京藝術大学と東京工業大学の学生＋最近の卒業生を中心とするガラコンサートをお送りしま

す。そして、後半には、みなさんにぜひお聴きいただきたい20世紀室内楽作品の屈指の傑作「世の終わりの

ための四重奏曲」をとりあげます。 

日 時：  11月9日（木）17:30 前半開演、19:00 後半開演（17:00開場、20:00終演予定） 

会 場：  70周年記念講堂 

参加費：  無料 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込： 不要（定員700名先着順） 

 

【8】第2回生体医歯工学共同研究拠点国際シンポジウム 

平成28年4月1日より、東京工業大学 未来産業技術研究所、東京医科歯科大学 生体材料工学研究所、広島

大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所、静岡大学 電子工学研究所は、「生体医歯工学」を研究対象とす

る異分野連携ネットワークを形成し、各大学研究所の強み・特色をそれぞれの大学全体の機能強化に活用す

ると共に,国内外の関連研究者コミュニティと共同研究を展開し、医療・健康・バイオ領域の学際的連携研究

の研究成果を広く社会実装することを目的とし、「生体医歯工学共同研究拠点」を設置しました。 

第2回目となる国際シンポジウムを開催いたします。 

日 時：  11月9日（木）13:00 - 20:00、11月10日（金）10:00 - 16:50 

 

会 場：  講演会場：ディジタル多目的ホール（大岡山西9号館 2階） 

ポスター会場：コラボレーションルーム＋メディアホール（大岡山西9号館 2階） 

懇親会会場：交流スペース（大学食堂2階） 

参加費：  参加費無料、交流会費：5,000円（学生2,000円） 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込： 必要 

 

【9】物質理工学院主催「ノーベル賞受賞者ジャン・ピエール・ソヴァージュ教授の特別講演会」 

分子機械研究におけるパイオニアである、ジャン・ピエール・ソヴァージュ教授（仏、ストラスブール大学）

をお招きして学術講演会を開催いたします。ご存知のとおり、ソヴァージュ先生は、2016年のノーベル化学

賞受賞者のお一人です。今回は、結び目や絡み合い構造をもつ分子の精密合成から分子機械への発展につい

てご講演いただきます。 

日 時：  11月10日（金） 15:30 - 17:00 

会 場：  大岡山キャンパス 大岡山西講義棟1レクチャーシアターW531（主会場）、W631（遠隔配信会場） 

参加費：  無料 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込： 不要 

 

 

 

 



【10】東京工業大学・目黒区教育委員会連携講座「東工大キャンパスの歴史とツアー」 

東京工業大学大岡山キャンパスは各時代で変化を重ねながら形成されてきました。本ツアーでは遠藤康一特

任講師（東京工業大学博物館）のガイドで本館、図書館、講堂などを当時のエピソードと各建造物の魅力と

ともに巡ります。目黒区在住、在学・在勤の方で建築好きの方、大岡山キャンパスの歴史に興味がある方等、

幅広い方々にお楽しみいただけます。 

日 時：  11月18日（土）10:30 - 12:30（雨天決行） 

会 場：  大岡山キャンパス 

参加費：  無料 

対 象： 目黒区在住・在学・在勤の方 

申 込： 必要 

 

【11】社会人アカデミー主催講演会「進化する生命」開催 

   科学技術は、人類の想像力は、生命をいかに進化させるのか。研究、開発、制作の最前線に立つ講師を迎え、

「生命」の未来に迫ります。 

日 時：  9月30日（土）17:00～19:00、10月14日（土）10:00～12:00 14:00～16:00、 

11月18日（土）15:00～17:00 18:00～20:00 

会 場：  大岡山キャンパス 大岡山西9号館 ディジタル多目的ホール 

参加費：  一般：1講演2,000円、全5回一括8,000円 

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：1講演1,500円、全5回一括6,000円 

小・中・高・専門学校・大学・大学院等学生（当日、要学生証）：1講演500円、全5回一括2,000円 

蔵前工業会会員・ゴールドカード家族会員、本学学生（附属高校含む）、本学教職員：無料 

対 象： 本学の学生・教職員、一般 

申 込： 必要 

 

【12】一橋大学・東京工業大学 合同移動講座in大阪 

2009 年から蔵前工業会（東京工業大学同窓会）と如水会（一橋大学同窓会）が合同で開催している移動講

座の第9弾！浜松、神戸、福岡、広島、札幌、名古屋、仙台、富山に続き、今年は大阪で開催いたします。

お近くの方は、ぜひ足をお運びください。 

日 時：  11月23日（祝・木） 13:00開演 

会 場：  グランフロント大阪北館内 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 

大阪府大阪市北区大深町3―1 

参加費：  無料 

対 象： 一般（懇親会は如水会・蔵前工業会会員およびその同伴者のみ） 

申 込： 必要 

 

 

 

 

 

 

 



【13】グローバルリーダー教育院（AGL）・経産省共同開催「政策シミュレーションWS（政策立案体験）」 

グローバルリーダー教育院（AGL）と経済産業省が共同で、政策シミュレーション・ワークショップを開催

します。本ワークショップは、政策立案のプロセスを体験し、経済産業省の役割・業務を、体験・理解いた

だくために、経済産業省が毎年・各地で行っているものですが、昨年・一昨年に続き、当 AGL／山田道場の

正式menuの一つとし、AGLとの共同開催で行うものです。 

本ワークショップは、当道場のOPEN道場という位置付けでもあるため、AGL所属生はもとより、AGLに所属

していない本学一般学生のみなさん（学部・大学院問いません）、さらには本学以外の学生で、経済産業省の

政策に興味を持つ学生のみなさんも受け付けます。 

日 時：  11月24日（金）17:30 - 20:30 

会 場：  大岡山キャンパス 大岡山南4号館 2F S422 

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 

 

 

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・社会連携本部 広報・地域連携部門 

（Email: media@jim.titech.ac.jp／TEL: 03-5734-2975／FAX: 03-5734-3661） 


