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教員 各位 

                

超スマート社会推進コンソーシアム 

運営委員長 副学長・工学院教授 岩附 信行 

コーディネーター 工学院教授 阪口 啓  

事務局 工学院特任教授 福田 英輔 

 

 

      超スマート社会推進コンソーシアム オンライン説明会のご案内 

 

超スマート社会推進コンソーシアム（https://www.sss.e.titech.ac.jp/）は、多くの本学教員なら

びに企業、国立研究所、地方自治体など約 40 の学外機関から構成され，超スマート社会創造に

資する人材育成を目的として、卓越大学院「超スマート社会卓越教育院」と強く連携し，教育研究

フィールドの構築、インターンシップの推進、超スマート社会創造科目の構築、マッチングワークシ

ョップを通して新たな共同研究プロジェクトの創出などを進めています。 

今般、さらに多くの教員の皆様にも本コンソーシアムをご活用いただき、例えば教育研究フィー

ルドの利用、共同研究機会の拡大、研究室所属学生のインターンシップや卓越教育院への進級

機会の提供などを経て、本コンソーシアムの目的達成にご協力いただければ幸いに存じます。 

そこで、本コンソーシアムの活動をご紹介する説明会を開催いたしますので、是非ともご参加い

ただけますよう、よろしくお願い致します。とりわけ、6 月開催予定のマッチングワークショップのご案

内も差し上げますので、よろしくお願い致します。 

 

■対象者： 東工大 教職員 

■開催日時： 2021 年 5 月 11 日（火）18:00 - 19:00  

■開催形式： zoom 

       ご参加希望の方は下記 URL より事前の参加登録をお願いします。 

https://zoom.us/meeting/register/tJAkd-yhpzIuG9xuvMktSE0Hz3x4iP93JpeE 

■プログラム： 

１．コンソーシアムについて（副学長/工学院 教授 岩附信行） 

２．マッチングワークショップについて（情報理工学院 教授 篠田 浩一） 

３．質疑応答 

（司会：工学院 特任教授 福田英輔） 

■ その他    

https://www.sss.e.titech.ac.jp/
https://zoom.us/meeting/register/tJAkd-yhpzIuG9xuvMktSE0Hz3x4iP93JpeE


        ・説明はすべて日本語で行います。 

        ・参加登録時に求められるメールアドレスは学内メールアドレスとしてください。 

 

＜問い合わせ＞ 

超スマート社会推進コンソーシアム事務局 

E-mail: sss-secretariat@sss.e.titech.ac.jp 

https://www.sss.e.titech.ac.jp/ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

[Faculty and Staff] Online Information Session of Super Smart Society Promotion  

Consortium  

 

Steering Committee Chairperson: Vice president, Prof, School of Engineering, Nobuyuki Iwatsuki 

Coordinator: Prof, School of Engineering, Kei Sakaguchi 

Specially Appointed Prof, School of Engineering, Eisuke Fukuda 

 

Online Information Session of Super Smart Society Promotion Consortium 

 

Super Smart Society Promotion Consortium (https://www.sss.e.titech.ac.jp/) consists of many 

faculty members from Tokyo Tech and about 40 consortium partners including companies from 

various industries, national laboratories, and local governments. With the aim of fostering human 

resources who can contribute to the creation of a super smart society, we are strongly 

cooperating with “Tokyo Tech Academy for Super Smart Society “to establish SSS research and 

education fields, promote internships, establish courses for the creation of super smart society, 

and create new joint research projects through matching workshops. 

We hope that more and more faculty members will make use of this consortium and help us 

achieve our goals through, for example, the use of SSS research and education fields, the 

expansion of joint research opportunities, and the provision of internship and advancement 

opportunities for students belonging to research laboratories.  

Therefore, we will hold an information session to introduce the activities of this consortium and 

the detail of Matching Workshop to be held in June. 

We look forward to your participation. 

 

■Participants: Tokyo Tech faculty and staff 

■Day and time: May 11（Tue） 18:00 - 19:00   

■Method：zoom 

mailto:sss-secretariat@sss.e.titech.ac.jp


        Please register from below. 

https://zoom.us/meeting/register/tJAkd-yhpzIuG9xuvMktSE0Hz3x4iP93JpeE 

■Program： 

1  About SSS Consortium （Vice President/ School of Engineering, Prof. Iwatsuki Nobuyuki） 

2  About Matching Workshop (School of Computing, Prof. Shinoda Koichi) 

3  Q＆A 

(Moderator: School of Engineering Specially Appointed Prof. Fukuda Eisuke) 

■ Note:    

       ・All presentations will be held in Japanese. 

       ・Please enter your “Titech Email Address” for the registration.  

 

＜Contact＞ 

Super Smart Society Promotion Consortium Secretariat 

E-mail: sss-secretariat@sss.e.titech.ac.jp 

https://www.sss.e.titech.ac.jp/ 

https://zoom.us/meeting/register/tJAkd-yhpzIuG9xuvMktSE0Hz3x4iP93JpeE
mailto:sss-secretariat@sss.e.titech.ac.jp

