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DENMARK WEEK 2010.11.22 ~11.26
観て、作って、味わって、語らう、デンマークを感じる一週間。

Norden at TOKYO TECH in Autumn 2010

主催　東京工業大学 大学院社会理工学研究科 共催　東京工業大学 ソリューション研究機構 「東工大130」事業 協力　スカンジナビア政府観光局　 FEE Japan（環境教育基金）
協賛　在日デンマーク大使館　株式会社スキャンデックス　レゴエデュケーション　特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会　NPO法人プレーパークせたがや　

NPO法人プレーパークせたがや　 FEE Japan（環境教育基金）　

http://www.dst.titech.ac.jp/den/社会理工学

デンマークウィーク
2010年11月22日（月）～11月26日（金）
東京工業大学 大岡山キャンパス
（東急目黒線・東急大井町線大岡山駅より徒歩1分）
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一週間のデンマーク。



　金銭的な豊かさではなく、心の豊かさが求められはじめている今日、「生活の質の向上」という観点からこ
れからの社会の在り方を考えるとき、北欧は参考とすべき点が多く、また、「人間社会に役立つ」技術の開発
および利用を促進するためにも、本学と北欧との連携を、社会理工学研究科が中心となって進めることは大
いに意義のあることではないでしょうか。このようなことから、社会理工学研究科では、昨年から 5年間の
プロジェクトとして、北欧との連携強化を推進することにいたしました。
　北欧から、心豊かな地域、安心して暮らせる老後、そして人間を中心とした技術の活かし方をどのように
して実現するかを学ぶとともに、本学の誇る工学技術を紹介することにより、WIN-WIN 関係を構築すること
を考えています。
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　インスティテューションの違いを超えて、北欧モデルをどのようにしてわが国に適用するかについての
解（ソリューション）を提案することが、このプロジェクトの最終目標です。 
　具体的な活動の一つとして、昨年のフィンランドウィークに続き、今年は、デンマークに関するフェス
ティバルおよびシンポジウムを開催することにいたしました。これを機会に、「世界一幸福な国」と呼ば
れるデンマークとの交流を、より一層深めることができればと存じます。皆様、奮ってご参加ください。
　最後になりましたが、在日デンマーク大使館、スカンジナビア政府観光局など学外の関係組織および
ソリューション研究機構等の学内他部局からのご支援に感謝いたします。
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「デンマークウィーク」開催にあたり

東京工業大学大学院 社会理工学研究科
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（第一部）

元 在日デンマーク大使館 文化担当参事官

13:30 ~ 15:00
11.25 Thu

（第二部）15:00 ~ 18:00『デンマークデザイン展』
13:00 ~ 17:00

自転車展示および試乗会

『クリスチャニアバイク
13:00 ~ 17:00

11.22 Mon
『幸せのハート作り』

（第一部）
（第二部） 先着 50 名参加可

提供：在日デンマーク大使館

在日デンマーク大使館 文化・報道・広報担当官
Jens H. Jensen 氏 

Bent Lindblad 氏
株式会社「北欧の本物だけ」代表取締役社長

成川 善継 氏

コペンハーゲン IT 大学 John Paulin Hansen 教授
国立図書館情報大学 Haakon Lund 教授

NTT サイバーソリューション研究所 大野 健彦 氏

Jens H. Jensen 氏 

15:00 ~ 15:45

15:00 ~ 16:45

『おとぎ話あふれる国デンマーク』

16:00 ~ 16:45

Aグループ ビルディング
Bグループ ビルディング

13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30

完成したドリームシティ見学15:30 ~ 16:00
講評とおかたづけ16:00 ~ 16:30

『デンマークグッズが当たる！抽選会』
17:45 ~ 18:15

17:00 ~ 17:45

『デンマーク発祥の冒険遊び場を実践』

『エコ実践ー世界の子供たちは？

NPO法人プレーパークせたがや

FEE JAPAN（環境教育基金）

9:00 ~ 13:30

13:40 ~ 15:40

11.26 Fri

講演会

参加者限定

イベント

開催場所

会場へのアクセス

シンポジウム
プレゼンテーション
展示
体験
抽選会

西９号館ディジタル多目的ホール

西９号館コラボレーションルーム

蔵前会館ロイアルブルーホール

西９号館メディアホール

羽根木プレーパーク

羽根木プレーパーク

東京工業大学大岡山キャンパス

研究科長　今田 高俊 

SYMPOSIUM PRACTICE

FESTIVAL

OPENNING

EXHIBITION

『デンマーク・トラベルセミナー』
スカンジナビア政府観光局 円谷 幸子 氏

13:30 ~ 14:30
11.23 Tue

『北欧デザインとデンマークのあかり』
東京工業大学大学院 社会理工学研究科

高岸 輝 准教授

14:30 ~ 15:30

『レゴブロックによる街づくり大会』
13:30 ~ 16:30

denmarkweek@gmail.com
お問い合わせメールアドレス

Christiania Bikes に乗ろう』

11.22 Mon & 11.23 Tue

r

『デンマークの教育・文化と社会』

視線インタラクション技術の応用』
『デンマークとの共同研究：

清水窪小学校では？』

ソリューション研究機構は統合研究院内の研究機構で、近い将来に
実現すべき社会・産業課題を設定し、学内外と広く連携して取り組む
組織的研究を推進しています。

共催　東京工業大学　ソリューション研究機構

大岡山駅　徒歩１分

小田急線　梅ヶ丘駅
井の頭線　東松原駅

東急目黒線・東急大井町線 

世田谷区 代田 4-38-52 羽根木公園内

東京都 目黒区 大岡山 2-12-1

徒歩３分
徒歩７分
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