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参加者の声 Voice of participants

●さまざまな分野について学べ、企業の
方のお話も聞ける機会というのは他に
あまりないので有意義でした。
It was beneficial because I could 
learn about various fields and take 
part in the lectures by industry 
representatives.
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2015年開催プログラム（予定）

TIA連携大学院サマー・オープン・フェスティバル
TIA Graduate School Summer Open Festival
概要Outline このフェスティバルは、TIA-nanoが推進する「次世代人材育成」の一環として、ナノテ

クノロジーの多彩な分野を横断的に理解する機会を全国の学生・研究者に広く提供す
ることを目的に開催されています。
This festival is held for the purpose of providing students and scientists with an opportunity to
understand the various fields of nanotechnology in a transdisciplinary way as a part of “Education
of next generation scientists and engineers," an objective promoted by TIA-nano.

共通シンポジウム Special Symposium

「TIA連携大学院サマー・オープン・フェスティバル」は、ナノテクノロジーの未来を担う学生や大学・
研究機関・企業の若手研究者が集い、分野を超えて交流し、多彩なナノテクノロジーの世界を探究
できる学びの祭典として、2013年から開催されています。
研究者としてのスケールを広げ、新たな飛躍をもたらす機会となることを願って、国内外から第一級
の研究者と技術者を招聘し、ハイクオリティでエキサイティングなプログラムをふんだんに用意して
います。
2013年は6つのサマースクールと4つのシンポジウムに延べ846人、2014年には8つのサマース
クールと2つのシンポジウムに延べ635人が参加しています。

This festival has been held from 2013 as a learning opportunity where one can investigate the world of
various nanotechnologies.
We invite top-class scientists and engineers in the field from around the world as lecturers and have
them share their latest research results and innovative approaches.

ナノエレ・サマースクール及びナノグリーン・
サマースクールによる合同ポスターセッション
Joint poster session by Nanoelectronics
Summer School and Nano-Green Summer 
School

プログラム Program 日程 Date 会場 Venue

スクール
School

SUMMER LECTURE in 2015 for 
Nanotechnology/Nanosciences

7月中（2週間）
July (2 weeks)

筑波大学
University of Tsukuba

第3回 TIAナノエレクトロニクス・サマースクール
The 3rd Nanoelectronics Summer School

8/25～28
筑波大学、産業技術総合研究所 西事業所 TIA連携棟

University of Tsukuba, AIST West

第3回 TIAナノグリーン・サマースクール
The 3rd Nano-Green Summer School 8/25～28 筑波大学

University of Tsukuba

MNOIC実習講座
MNOIC Practice Training Seminar

8/27, 28 MNOIC つくば開発センター（産総研・東事業所内）
AIST East

第4回 TIAパワーエレクトロニクス・サマースクール
The 4th Power-Electronics Summer School

8/28～31 産業技術総合研究所 西事業所 TIA連携棟
AIST West

高エネルギー加速器セミナー (OHO’15)
The 32nd High Energy Accelerator Seminar (OHO’15)

8月下旬～9月上旬（4日間）
End of August to beginning of 

September (4 days)

高エネルギー加速器研究機構
KEK

先端計測・分析サマースクール
Advanced Measurement and Analysis Summer School

9/2～4 筑波大学
University of Tsukuba

シンポ

ジウム
Symposium

2015 Tsukuba Nanotechnology Symposium (TNS’15) 7月中（2日間）
July (2 days)

筑波大学
University of Tsukuba

第5回日独ナノワークショップ
The 5th German-Japan Nanoworkshop

9月上旬（1日間）
Beginning of September (1 day)

筑波大学
University of Tsukuba

参加者の声 Voice of participants

●講義で教わった内容について、今回の実習や
普段行っている研究手段から得られた知見と照
らし合わせることで、深く理解できました。
I was able to deeply understand the lectures 
by comparing the knowledge I obtained from 
this practical training with my usual research. 
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2013 2014

Total
number of 
participants

6 
schools

4
symposiums

8
schools

2
symposiums

846 635

実習 Practical training

施設見学 Lab tour 講義 Lecture

学びの祭典へようこそ！

Tentative Schedule of Summer Open Festival 2015

Welcome to Summer Open Festival !

※詳細については順次ウェブサイトに公開します。

http://tia-edu.jp/

2015/01/28-30
nano tech 2015


